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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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するものが一番多く、次は携帯、カメラの電池又は付属品に係るものである。
まとめて考察すると、やはり「商標権」侵害の主張が一番多い。
権利者が元々各消耗品（インクタンク、電池、パーツ等）において商標や偽
造防止用ラベルを付けることで、製品の外観から真偽を判断しやすいこともあ
るが、商標法に刑事罰があるため、侵害者にある程度のプレッシャーを掛ける
こともでき、刑事手続きでは検察官による捜査・取り調べが行われるという利
点もある。
しかし、民事事件では、被告に権利侵害の「過失」があれば、侵害が成立で
きるのに対し、刑事事件の被告人は、その販売する製品が模倣品であることを
認識している必要があり、主観的な侵害「故意」が求められるために、この
「故意」という構成要件を満たせるかどうかも、裁判所の犯罪成立に対する
判断のポイントである。
台湾の裁判例を概観すると、およそ 2 種類の侵害行為がある。
まずは、行為者が商標権者の商標を無断に自分の生産した修理部品・消耗品
につけて販売することであり、例えばインクタンク、電池の案件がある。
続いて、商標権者が生産した不良品又は中古品を行為者が回収・修理をした
後に販売に出すことであり、例えば中古パソコン、中古ピアノ等の案件がある。
二つ目の種類の裁判例において、裁判所は、行為者の行いが権利侵害に該当す
るかどうかについて、下記の二つの要件を必ず斟酌する。


商標権消尽原則の適用はあるかどうか。



「修理」行為によって商標権者の製品の同一性が失われるかどうか。

上記両要件は、本質上にある程度の呼応関係があり、蓋し、修理行為は「製
造」に当たらず、元商品の同一性が失われていない場合、権利者は、権利消
尽原則によって権利が制限され、行為者に対して商標権を主張することがで
きない。これについて、もし製品修理のために使った修理部品が全て権利者に
より製造されたものであった場合、又はたとえ第三者の製造した修理部品を
使ったものの、全体的な割合からすれば少ない場合、このような修理は、製造
行為に当たらず、中古品市場の商慣習として、需要者も製品品質が新品の正規
品と同じであると誤認することがないため、商標権侵害に当たらないと明確に
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判示された裁判例もある。
なお、前記のどのような侵害のタイプでも、裁判所は、行為者の商標表示が
「指示的フェア・ユース」に当たるかどうか、即ち、その表示が単に商品自体
の説明を表示したものであり、出所を示すために使用したわけではない旨を斟
酌する。このようなことは修理部品の場合でよく見られ、これについて、裁判
所が判断する際に、被告が「自ら」商標権者の商標を付けたかどうかを証拠物
により斟酌することもある。もし被告が自ら付けた場合は、指示的フェア・ユ
ースに当たらないと判断されることが多い。
一方、被告が、他人の商標を表示すると同時に、自社の商標も付け、しかも
自社の商標の字の大きさ及び色等が他人の商標より目立つ場合、他人の商標を
侵害せず、需要者に混同誤認を生じさせるおそれもなく、指示的フェア・ユー
スに当たると判断する裁判例もある。
１、専利権
(1)【知的財産裁判所 98 年度民専訴字第 21 号】実用新案権侵害事件民事判決
━ 実用新案でプリンターインクタンクを保護して、他人が互換性のある
製品を作ることを防ぐ
 ≪概要≫
原告の日本企業 X 社は、登録 517645 号実用新案（以下は、645 実用新案
と称す）の権利者である。
被告の台湾企業 Y 社と Z 社は、「ULIX」をブランド名として、X 社のイン
クジェットプリンターに用いるインクタンク又は連続インク供給装置を
製造した。
原告は、本次訴訟を提起する前、裁判所に仮の地位を定める仮処分を申し
立て、被告は本件の判決が確定する前に、645 実用新案を侵害する物を直
接又は間接的に製造、使用、販売の申出、販売又は輸入してはならないこ
とが容認された。
 ≪裁判所の見解≫
 被告の製造したインクタンク及び連続インク供給装置は、645 実用新案の
技術的範囲に属する。
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 被告等は同じグループ会社に属し、ソフトウェア及びハードウェアを販売
している。そのチラシとウェブサイトには、被告が販売した製品に原告 X
社等のプリンターも掲載され、X 社等のブランドと互換性のあるインクタ
ンクも販売されていた。被告は更に「インクジェットプリンター用消耗品
のトップブランド」と自称した。これらの一連の行為から見れば、被告は
明らかに原告の 645 実用新案を知りながら、その同意を得ずに被疑侵害品
を製造・販売していたといえ、645 実用新案権を侵害する故意がある。
 原告が販売した製品には、645 実用新案の証書番号が表示されておらず、
判決当時の専利法には、「番号表示がなされておらず、侵害者が故意でな
い場合において、権利者は損害賠償を請求できない57」という規定があっ
た。しかし、前記の通り被告は確かに 645 実用新案を知りつつ、製造・販
売をしており、故意であったといえる。この為、原告は、やはり専利法の
規定により損害賠償を請求できる。
(2)【台中地方裁判所 95 年度智字第 34 号】実用新案権侵害事件民事判決
━ 実用新案でプリンターインクタンクを保護して、他人が互換性のある
製品を作ることを防ぐ
 ≪概要≫
原告 X 社は、台湾実用新案登録第 198935 号「インクカートリッジ」の権
利者であり、被告 Y 社はインクジェットプリンターに用いるインクカート
リッジと連続インク供給装置を販売していた。
この裁判例における原告と被告の主張は、前記の【知的財産裁判所 98 年
度民専訴字第 21 号】民事判決とほぼ同じである。
 ≪裁判所の見解≫
 被告 Y 社は、実用新案の番号表示がなかったため故意がないと抗弁した。
しかし、かつて原告が被告に対し販売差止の仮処分を申し立て、仮処分命

57

当時の専利法 79 条（実用新案はこれに準ずる）の要約である。法改正を経て、現行法 98
条には、「特許に係る物には特許証の番号を表示しなければならない。特許に係る物に表
示することができないときは、ラベル、包装、又は他人の認識を引く明瞭な方式で表示す
ることができる。表示をしなかった場合、損害賠償を請求するときに、侵害人が特許に係
る物であることをに知っていた、あるいは知ることができたことを立証しなければならな
い」と規定されている（実用新案、意匠もこれに準ずる）。このため、現行法において、
たとえ専利番号の表示がなされてない場合でも、侵害者側が権利者の弁護士書簡を受け取
っていながら尚も侵害し続けた等のことを以て侵害故意を立証することが考えられる。
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令が発令された以降も被告が販売を止めなかったため、台湾ドル 10 万元
の制裁金に処されたことがあった。しかも本案訴訟期間中に、原告が被告
商品であるインクカートリッジを尚も購入することができた。この為、や
はり被告に故意があったことは明らかである。
(3)【知的財産裁判所 98 年度民専上更(二)字第 2 号】実用新案権侵害事件民事判決
━ 製品自体は実用新案権により保護されるが、売り出されると権利消尽
する
 ≪概要≫
本件は、最高裁判所より二回の差し戻しがあり、最終的に被告が原告の専
利権を侵害しない旨の知的財産裁判所判決で確定した。
原告 X 社等は、台湾実用新案登録第 181752 号「ブラサスペンション式補
正下着セット」及び,第 160845 号「補正下着改良構造」（以下は、合わせ
て 156 実用新案と称す）の権利者である。
被告 Y は、原告の製造した補正下着をディーラーとして販売していた。
原告は、被告が無断に他人に依頼して 156 実用新案の技術的範囲に属する
製品を作らせたことで、原告の実用新案権を侵害したと主張した。
 ≪被告の主張≫
原告の製造した補正下着を、例えばサイズが合わない等の理由で、サイズ
直しをしたに過ぎず、実用新案権を侵害しない。
 ≪裁判所の見解≫
 原告は予め証拠保全を申し立てたため、確保された 7 枚の補正下着を検証
してみたところ、それらは全て原告の製造した補正下着を寸法直しした物
であることが判明した。
 両当事者の間には、ディーラー契約が交わされ、一枚台湾ドル 5,000 元で
被告に売り切りされた以上、原告の実用新案権はすでに消尽した。したが
って、被告の行為は権利侵害に当たらない。
２、商標権
(1)【台湾高等裁判所 89 年度上易字第 550 号】商標法違反事件控訴審刑事判決
━ 修理部品に他人の商標を表示して販売することは、商標権侵害となる
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 ≪概要≫
本案において、警察により、被告人の所持した「MOTOROLA」商標が表示さ
れている携帯ケースの修理部品及びシール等が押収された。
被告はこれらの商品を修理・販売して利益を得た。
さらに、【台湾高等裁判所 86 年度上訴字第 3657 号】刑事判決において、
被告人は、無断で「MOTOROLA」商標が表示されている携帯ケースの模倣品
等を製造した。
 ≪裁判所の見解≫
 商標法違反と認定する。
(2)【知的財産裁判所 106 年度刑智上易字第 8 号58】商標法違反事件控訴審刑事判決
━ 商標の知名度が高いほど、模倣意図の立証が容易になる
 ≪概要≫
本件告訴人米国大手企業の X 社は、登録第 1623907 号「蘋果」59という漢
字商標を所有し、当該商標は、「充電器、電池セット」等を指定商品とし
ている。
被告人は、中国の通信販売サイトから「米国・蘋果社」の商標が表示され
ている iPhone 携帯を仕入れ、インターネットで販売した。
 ≪被告人の主張≫
かつて知的財産局に書簡で問い合わせたところ、知的財産局の意見として
は60、リチウム電池に「米国・蘋果社」を表示することは、商標の使用に
58

59
60

ほかに【橋頭地方裁判所 107 年度智簡字第 9 号】刑事判決も参照できる。当該案件の告訴
人は本件と同じである。被告人は、iphone 携帯の電池、タッチパネルモニター等の付属品
を販売していた。告訴人は代理店を通じて修理及び交換のサービスを提供していたのみで
あり、iphone の電池を単独で販売しているわけではなかったため、被告人が販売した付属
品は全て模倣品であった。被告は、長年この仕事に携わってきた業者として、告訴人が電
池等の付属品を単独で販売していないことを知っていたはずであり、裁判は被告人が商標
法違反であると判示した。
当該会社名の中国語訳である。
知財局 105 智商 20550 字第 10580039370 号書簡の行政実例によると、「『会社名』は、営
業主体を表すのであり、商品又は役務をの出所を示し、他人の商品又は役務を区別するた
めにある『商標』とは異なるのである。もし会社名のネーミングの部分を登録商標として
出願し、実際に使用した場合は、普通に表示する形で会社の全称を商品又はパッケージ、
その他の文書に表示した場合、は会社名の使用に当たり、登録商標の使用に当たらない（当
局『登録商標の使用についての注意事項』5.1.1 を參照）」、「貴簡に添付された『リチウ
ム電池』の写真によると、『米国・蘋果社』という文字は、大さ全く同じの字体で表記さ
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当たらず、単に社名を説明するに過ぎないとの返答を受けた。
 ≪裁判所の見解≫
 本件登録商標の「蘋果」は X 社の所有するものとして、需要者に周知され
ている。
 押収された携帯電話の電池に表示された「米国・蘋果社」という文字は、
本件商標と観念、外観又は称呼が類似し、しかも被告人はそのホームペー
ジにおいて、当該電池が純正品であると強調したことから、主観的に「蘋
果」を商標として使用したのは、間違いない。
 被告人は専門的な通信製品の販売者であることから、有名な大手企業 X
社の商標及びその製品の関連情報を知っていたはずである。被告人は、X
社が携帯電話の電池を販売しない方針であることを述べており、X 社の携
帯電話及び付属品が他社より高めであることは、一般の需要者にも周知さ
れている事実である。この為、専門業者の被告人がそれを知らないはずが
ないのに、敢えて 1 個台湾ドル 250 元の格安値段で携帯電話の電池を販売
しようとしたことは、明らかに商標権侵害の故意がある。
(3)【台湾高等裁判所 92 年度上易字第 3353 号】商標法違反事件控訴審刑事判決
━ 中古パソコンの部品を回収して組み合わせて販売することは、模倣品
販売ではない
 ≪概要≫
告訴人 X 社は、パソコン、ディスクシステム等を指定商品とする登録商標
「COMPAQ」を所有している。
検察官の起訴要旨によると、被告人 Y 等は、出所不明の「COMPAQ」パソコ
ンの中古部品を集め、他社の部品と組み合わせ、それらを組み立ててパソ
コンとした。そして、当該製品に「COMPAQ」という商標をつけて、やや格
安の値段で販売した。
 ≪被告人等の主張≫
れており、とくに『蘋果』の二文字を目立つように使用していないことより、社会通念上
においては普通の会社名の使用に過ぎず、商標として使用されているわけではない。従っ
て、ご添付の内容により、客観的からすると登録商標が使用されていないため、登録商標
1623907 号『蘋果』と混同誤認を生じさせるおそれがないであろう」。
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被告人等は告訴人が製造したパソコンの中古品を回収して、修復している
のであり、その修復に要する部品（例えばマザーボード等）は、他社の部
品を使うことができず、同じ X 社の部品を用いなければならない。
パソコンの消耗品に限り、第三者の製品でも交換できるが、被告人等が使
用したのは専ら正規品であり、模倣品は一切使わなかった。
 ≪裁判所の見解≫
 本件で押収されたパソコンの部品、筐体がいずれも告訴人により製造され
た不良品であることは、告訴人が認めた事実である。
 ノートパソコンの筐体やその部品は、各ブランドにそれぞれ自社なりの規
格があるため、互換性がない。このため、被告人等が分解して使えるもの
を取り出し、改めて組み合わせる行為が、「製造」という積極的な行為に
当たるか、或いは単に「修理」であるかが問題となる。
「製造」と「修理」
は概念上はっきりと分かれているが、実際にどのような状況が「製造」に
あたり、どのような状況で「修理」が終わるのかは、所謂「故障」による、
修理のコスト、部品交換の全体的に占める割合、個別の部品の製品全体に
おける重要性等に係る。それらは、各案件の状況毎に判断しければならず、
それが本件の鍵でもある。
 本件で被告人等は告訴人以外のブランドの製品と取り換えて、パソコンを
組み立てているが、告訴人も、各ブランドの規格に交換が効かないと認め
ていることから、被告人等が中古品又は不良品の「COMPAQ」商標がついた
ノートパソコンを取得して、部品を追加、撤去、交換して故障を直すこと
は、やはり修理に当たる。本件において被告人等は、中古パソコンを修理
する際に、その専門的な知識を用いて、使える正規品の中古部品を使い、
若しくはその機能を改善するための部分的な改良を行った（例えばファン
を付ける等）に過ぎない。これは、中古の自動車の発電機を交換すること
と同じで、「模倣」とは言い難い。
 本件のパソコンは全てノートパソコンであり、それらとデスクトップパソ
コンの構造的な差異は非常に大きい。ノートパソコンの各ブランドの部品
は、一部の消耗部品を除いて互換が効かず、非常に複雑な設計であるため、
修理する者は、純正品で規格が同じ部品により修理を行う。本件で押収さ
れたパソコンや部品は、いずれも被告人等が回収したもの、或いは顧客が
修理のために送ってきた中古の正規品である。被告人等は、回収した中
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古・修理待ち・旧式のパソコンを回収して、修理できるものを修理や純正
部品を補充して使用可能な中古パソコンに仕上げ、元の姿で改めて中古パ
ソコンの均衡価格で販売したに過ぎない。
それは、自分で部品を製造して模倣品を組み立てたのではなく、他社の消
耗部品で交換したとしても限界があり、その割合も低い。この為、当該中
古パソコンのブランドをそのまま修理後に使用することは、何かを破壊す
るものではなく、自ら何らかの商標を付すことでもなく、商標を模倣して
貼りつけたというわけでもない。それは、市場で販売されている中古自動
車、中古電化製品（例えば中古テレビ、中古冷蔵庫等）を、修理・部品交
換をして使用可能な中古品とした後に販売する方式と同じであるため、被
告人等に商標権侵害の故意があると解すべきではない。
 告訴人は、被告人等が使用した部品が純正品であっても、告訴人の認証を
受けていない不良品や試作品であるため、やはり模倣品に該当すると主張
したが、純正品であるかどうかを判断するには、当の商品が商標権者又は
その許諾を受けた OEM 業者により製造されたものであるかどうかで決め
るべきである。当該商品が、製造者の生産基準をクリアしたかどうかは、
部外者が商品の外観を見ただけで察知できるものではなく、これは被告人
等が商標法に違反したかどうかの判断基準でもない。
 告訴人が不良品の流出によって受けた商標権侵害は、その流出の原因（横
流し、過失等）の状況により別途対応すべきであり、本件の商標法侵害と
はあくまでも無関係であり、それを以て被告人等に商標法の罪を問うのは
妥当でない。
(4)【台湾高等裁判所 90 年度上訴字第 1193 号】私文書偽造等事件控訴審刑事判決
━ 中古品の回収・再利用は、合理的な範囲で行わなければならない
 ≪概要≫
被告人等は、出所不明の中古パソコンの CPU を取得して、当該 CPU を分解・
改造し、パソコン BIOS（Basic Input Output System）が CPU テストを行
う際に、CPU の速度が上昇したように見せかけた。
更に、CPU に表示された「INTEL、PENTIUN」の商標図柄及び型番を全て削
り、高レベルのスピード、型番等の規格に改ざんした後、もう一度商標権
者の上記登録商標をつけて販売した。
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そして、被告人等もこれらの犯行を認めた。
 ≪裁判所の見解≫
 このような行為は、修理の合理的範囲を越えており、故意で他人の商標を
無断に使用することで需要者を騙し、利益を得ることに当たり、商標法に
違反する61。
(5)【板橋地方裁判所 100 年度智易字第 9 号、100 年度智易字第 21 号】商標法
違反事件控訴審刑事判決
━ 出所不明のトナーカートリッジに登録商標を表示して販売
 ≪概要≫
告訴人 X 社は、「HP INVENT」、「LASER JET」等の登録商標権者である。
被告人は出所不明な所より、前記商標を付けたトナーカートリッジの模倣
品を取得し、販売した。
 ≪被告人の主張≫
被告人は、トナーカートリッジを回収する業務に携わり、集合住宅又は会
社等の組織から使用済みのトナーカートリッジを回収した際に、偶然に新
品未開封のトナーカートリッジが混ざっており、それが純正品であると勘
違いしてしまった。そのトナーカートリッジが正規品でないとは知らなか
った上、出所も知らない。
 ≪裁判所の見解≫
 トナーカートリッジが未開封の純正品である場合、相当な市場価値がある
はずであり、これを無闇に捨てたり、無料で回収に出したりすることは考
えられず、被告人の答弁は明らかに採用できない。
被告人はそのトナーカートリッジの本当の出所を隠すために嘘をつき、模
倣品を正規品として販売したと認められる。
したがって被告人を有罪とする。

61

尚、本件の被告人等は、その他に商品品質を虛偽に記載する罪、CPU を偽造することで私文
書偽造罪等が問われた。
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(6)【台湾高等裁判所台中支部 95 年度上易字第 258 号】商標法違反事件控訴審
刑事判決
━ インクカートリッジにインクを再充填し、他人の商標を目立つように表
示すること
 ≪概要≫
本件の被告人 Y は、Q 社より「EPSON」、
「CANON」等のプリンター用のイン
クカートリッジを購入し、自ら製造した「EPSON」、
「CANON」等のプリンタ
ーで用いることができるインクを補充して、自らデザインした商品パッケ
ージに入れ、更にパッケージ上に「EPSON」、
「CANON」等の登録商標ラベル
を付けて、需要者に販売した。
 ≪裁判所の見解≫
 被告商品には、
「EPSON」、
「CANON」、
「hp」、
「LEXMARK」の文字の前後に、
「～
に用いる」、
「当インクカートリッジは、上記のブランドの機種に適合する」、
「for…」、「本インクカートリッジの適用するブランド…」等の内容が表
示されているが、明らかに登録商標より小さく表示されているため、この
ように登録商標を目立つように表示することは、指示的フェア・ユースに
当たらず、商標の「使用」に該当する。
したがって被告人を有罪とする。
(7)【知的財産裁判所 98 年度刑智上易字第 18 号】商標法違反事件控訴審刑事
判決
━ サードパーティーが公正使用を主張する案例
 ≪概要≫
本件の登録商標である「VIDEO JET」は、米系企業 X 社の所有商標であり、
インク、インク補充液等を指定商品としている。
被告人の製造した製品に、「VIDEO JET」や「VIDEO JET 16-8535Q」等が表
示されている。
 ≪裁判所の見解≫
 被告人が販売したインク等の商品において、最も目立つのは、赤く大きな
「YDK」商標（被告人の商標）である。改行して表示されている「VIDEO JET」
の文字は小さく、他の文字と同じ黒色であり、型番も表示されている。こ
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の為、
「VIDEO JET」は、商標として出所を示すために用いたわけではなく、
「YDK」を一番目立つ表示とし、会社名の「Yxxxx」を併せて表示すること
で、需要者はそれを「出所を示す表示」として認識したはずである。
 被告人が「VIDEO JET」を表示したのは、当商品が X 社機種に適合するこ
とを示したに過ぎず、
「VIDEO JET」という文字を取り除くと、需要者はど
の機種に適合するかという情報を得ることができない。この為、被告がこ
のような表示をしたのは、あくまでもその商品の用途を示した指示的フェ
ア・ユースであり、商標として使用していたとはいえない。
 被告人の手法は、多くの産業分野におけるサードパーティー製品の表示方
法であり、自動車産業でも、通信産業でも、プリンター産業でもよく見ら
れる。例えば、サードパーティーの部品に、for Toyota、for Nokia、for
Epson 等を表示しても、需要者はこのような製品を購入する際に、これを
純正品と認識していないため、混同誤認を生じさせる可能性もないといえ
る。
 告訴人の製品に元々「YDK」という商標はなく、もし被告人が告訴人の登
録商標を「商標」として使用して、混同誤認を生じさせる故意があるとす
れば、正規品のパッケージと異なるラベルをわざわざ付ける必要もない。
これにより、本件被告人には主観的に告訴人の商標を使用する意図がなく、
「VIDEO JET」商標の使い方は、単に商品の用途を説明したに過ぎず、商
標法に違反しない。
(8)【高雄地方裁判所 93 年度智字第 21 号】商標権侵害事件民事判決
━ 一旦売り出された商品を加工し、商品の品質に影響を及ぼす場合は、
商標権消尽を適用できない
 ≪概要≫
原告 X 社は、登録商標「YAMAHA」（以下は、係争商標と称す）の商標権者
であり、長い間にわたり当該商標をその製造販売したピアノ等の楽器につ
けていた。
被告は原告の同意を得ず、原告の製造した中古ピアノの棚板に付けられた
係争商標を削り、別途ピアノの鍵盤蓋に係争商標を付けた。そうすること
で、需要者に当該中古品の製造年代を勘違いさせようとした。
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その他、被告は、元々弱音装置のない中古ピアノに、弱音装置を付けた。
 ≪被告の主張≫
そのピアノの商標の表示が色落していたため、修理をしてつけ直したに過
ぎず、商標として使用したわけではなく、需要者に当該中古品の製造年代
を勘違いさせようとしたのでもないため、商標権侵害に該当しない。
当該ピアノには元々弱音装置が付けられて売り出されており、それを、需
要者の依頼を受けて修理していたのである。
こうすることで、中古ピアノの品質も機能も損なわれず、商標権消尽原則
により、被告は、原告の商標権に拘束されない。
 ≪裁判所の見解≫
 被告のピアノ鍵盤蓋に係争商標を付けた行為は、被告も認めた通り、需要
者に前記中古ピアノが模倣品であると勘違いさせないためであり、商標と
して使用したことは疑いようがない。被告は、純正品のピアノにすでに弱
音装置が付けてあったと抗弁したが、原告の提出した製品のカタログ及び
需要者の証言によると、当該弱音装置は被告が自ら中古ピアノに付けて販
売したものである。
 被告の、商標を付けた場所を変更することと、弱音装置を付けたこと、そ
の商標の位置と弱音装置の有無は、ピアノ市場で製造年代に大いに関わり、
ピアノの価格にも大いに関わる。客観的に見ると、本件のピアノに被告が
手を加えた後、需要者に製造年代を誤認させ、需要者が購入しようとする
価格設定にもかかわり、その購入意欲にも響くため、本件は、商標権消尽
原則の例外として捉えるべきである。
したがって、被告の行為は、原告の商標権を侵害した。
３、公平交易法
(1)【台湾高等裁判所 85 年度上易字第 920 号、台湾高等裁判所 86 年度上易字
第 4742 号】公平交易法等違反事件控訴審刑事判決
━ 製品パッケージが長期間の使用により周知表示となった場合、模倣を差
し止めることができる
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 ≪概要≫
告訴人日系企業 X 社は、油圧ショベル及びその修理部品を生産するメーカ
ーである。
被告人等は共同で油圧ショベルの部品であるエアーフィルターを製造し、
その商品に自社の商標を付けたが、告訴人の製造したエアーフィルターと
全く同じデザインのパッケージを使用した。
 ≪被告人等の主張≫
X 社のパッケージは、業界においてありきたりのデザインである。
 ≪裁判所の見解≫
 X 社は建設機械の業界において非常に有名であり、X 社のパッケージで検
証してみたところ、これまでの油圧ショベル部品の包装は、一貫してオレ
ンジ色、白色という組み合わせでデザインしてあり、統一感もある。この
為、長期間にわたる使用によって、このパッケージが既に需要者の間で広
く認識されており、台湾の公平交易法の「表徴」（周知表示）として保護
されるべきである。
 被告人等が生産したパッケージは、色、書体、大きさ、型番、説明等が、
告訴人のパッケージとほぼ同じである。そして、そのパッケージにおいて、
告訴人 X 社の会社名、告訴人会社の油圧ショベルの型番、そして日本語に
よる「純正部品」が表示され、パッケージの裏に「GENUINE PARTS」
（純正
品）と表示されていた。そのパッケージは客観的に見て、一般の需要者が
X 社の製品と混同するおそれがあり、被告人等には主観的に当該パッケー
ジを使用することで告訴人 X 社の製品と混同誤認を生じさせる意図があ
った。
 告訴人のパッケージのデザインは、公平交易法の周知表示として保護され
ているため、被告人等のパッケージ模倣行為は、公平交易法に違反し、有
期懲役に処す62。
(2)【桃園地方裁判所 91 年度訴字第 235 号】公平交易法侵害事件民事判決
━ 非純正品メーカーが組み合わせたジャグジーを純正品メーカーのカタ
62

幾度の法改正を経て、この条文は周知表示の保護条項として、現在の公平交易法第 22 条と
なった。本件の判決当時の 1991 年公平交易法に、まだ行為者の本人に対する有期懲役の規
定があったが、現行法では既に削除され、事業者に対して過料に処する内容となった。
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ログと合わせて販売
 ≪概要≫
「MAAX」は、カナダ企業 M 社の登録商標であり、本件の原告 X 社は M 社と
台湾に於ける販売契約を締結した。
被告 Y 社は以前 M 社の代理店である Q 社から「MAAX」バスタブを購入し、
他社のコントロールパネル、ノズル、モーター等を付け、組み合わせてジ
ャグジー（以下は、被告製品と称す）を製造した。
その際、元の「MAAX」商標はそのまま残し、販売するために「MAAX」のカ
タログも作った。
 ≪被告の主張≫
カタログの制作は、Q 社より許諾を得ており、Q 社は正規代理店である（契
約書を提出）。
被告製品を販売するディーラーは専門的な知識を有しているため、被告製
品が純正品か改造品かを知っていたはずであり、ディーラーが需要者に被
告製品が改造したものであると需要者に断っておいたかどうかは、被告の
預かり知らないことである。
 ≪裁判所の見解≫
 当該契約により、Q 社が M 社の台湾における正規代理店であることを証明
できたが、M 社は、純正品カタログを第三者に別途アレンジして作らせる
ようなライセンスをしていない。
 ジャグジーの最終的な販売対象は、普通の知識・経験を有する一般の需要
者である。販売現場で展示された様子を確認すると特に積極的にバスタブ
とその部品の製造者を表示していなかったため、一般消費者は、バスタブ
を選択する際に、やはりブランド及び機能で決める。被告が「MAAX」のカ
タログを制作したことで、需要者にこのジャグジーこそが「MAAX」の純正
品であるとミスリードし、まさか本体だけが純正品で付属品は全部他社の
物であるとは知るよしもなかった。このため、被告は、このミスリードに
対して、明らかに故意又は過失がある。
 需要者は市場で各種ブランドのバスタブを選ぶ際に、それぞれの長短所及
び価格を比較するのが普通であるが、被告製品の販売価格は、純正品より
低いため、需要者に純正品の価格に対して誤った認識を持たせ、原告が代
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理販売している純正品の販売に支障が出てしまうこととなった。
この為、公平交易法 21 条の不実表示の規定に違反する。
(四)医療機器に関する裁判例
医療機器の分野における消耗品・修理部品に対する保護につき、裁判例から
考察すると、意匠権又は著作権により保護するケースがある。
１、意匠権
(1)【知的財産裁判所 102 年度民専訴字第 20 号】意匠権侵害事件民事判決
━ 医療級濾過装置の接続管の特殊造形で意匠権を取得したが、創作性を
有しないと認定されたケース
 ≪概要≫
原告の台湾企業 X 社は医療機器の製造業者である。
X 社の代表者は台湾意匠第 D130528 号「医療級濾過装置の接続管の特殊デ
ザイン」
（以下は、528 意匠と称す）の意匠権者であり、原告 X 社は、528
意匠の専用実施権者である。
台湾企業の被告 Y 社、Z 社も同じく医療機器メーカーであり、被告 Y 社及
び Z 社は、原告の同意や許諾を受けずに、528 意匠と完全に同じ接続管を
製造・販売し、会社のウェブサイトにおいて販売の申し出をした。
原告 X 社は、侵害を知った後に、両社に侵害差止の警告書を送ったが、一
向に返答がなく、引き続きウェブサイトに侵害疑義品が掲載されていた。
両社は、同業者として 528 意匠を知っていたはずであり、自社の製造した
製品が、他人の専利を侵害するかどうかを検索する能力も義務もあるはず
として、原告が起訴し、侵害差止及び損害賠償を請求した。
 ≪被告の主張≫
・Y 社
528 意匠は創作性及び新規性を欠き、取消すべきである。
出願日以前に、その構成態様が既に他国の先行意匠により開示されてお
り、当業者が容易に創作することができるため、創作性を有するとは言
えない。
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528 意匠に係る接続管は、出願日以前にイタリア企業 A 社、米系企業 B
社等のカタログに掲載された物と同一である。更に、出願日以前に主務
官庁の衛生福利部から製造認可が降りた製品と類似しているため、528
意匠の「接続管」は出願日以前にすでに公然知られた創作であり、新規
性を有しない。
・Z 社
自社が生産した型番「BH-100」の圧力モニターのパーツは、528 意匠と
創作特徴も外観も類似しているが、それは出願日以前に Z 社のカタログ
に掲載されていたため、528 意匠が新規性を有しないと証明できる。
528 意匠は創作性を有せず、出願日以前の米国の両先行意匠との外観は
僅差であり、当業者が容易に両意匠を組み合わせて創作し得るため、528
意匠は創作非容易性を有しない。
 ≪裁判所の見解≫
 一審
原告の訴えを棄却する。
 控訴審
一審の見解を維持する。
被告 Z 社の提出した、出願日以前に販売されていた型番「BH-100」の実物
（以下は、係争実物と称す）を検証してみたところ、侵害疑義品と同一で
あり、係争実物の外観は、出願日以前に発行されたカタログにより公開さ
れたため、528 意匠に新規性がなく、取消すべき事由があることから、原
告は被告に権利を行使することができない63。
２、著作権
(1)【台北地方裁判所 104 年度重訴字第 633 号】
━ 無断複製防止措置により純正品メーカーの消耗品の互換性を保護
 ≪概要≫
原告は台湾企業の X 社であり、被告の米系企業の Y 社である。

63

前述の知的財産案件審理法 16 条 2 項の規定である。
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原告は、訴外人 I 社が輸入した型番 FS15 のイントラレースフェムトセカ
ンドレーザー（以下は、FS15 レーザーと称す）2 台を、代理店である Q 社
から購入した。
FS15 レーザーは、使用回数に制限がなく、シリアルナンバーもない。
原告は、眼科クリニックの A 及び B と、上記の FS15 レーザーの機器賃貸
借契約書を締結した。
I 社は、後に被告の Y 社に合併され、その専利も Y 社に譲渡し、その業務
を、Y 社のシンガポール支社及び被告香港企業の Z 社に譲った。
被告 Y 社は、FS15 レーザーを、FS60 にアップグレードし、その使用に当
たって、「AMO レーザー患者インターフェース」（AMO Intra Lase Patient
Interface、以下は、PI と称す）を合わせて使用しなければならないよう
にした。
FS60 も PI も、被告の香港企業 Z 社しか輸入ライセンスを取得していない。
その購入した機械が後に故障し、Q 社に修理を要求したところ、アップグ
レードの説明を受けた。原告はまだ無償保証期間にあったため拒否したが、
被告 Z 社の技術スタッフは、修理の際にこっそりと FS60 にアップグレー
ドした。FS60 レーザーには、使用回数に制限があり、PI シリアルナンバ
ーも必要であったため、PI を購入しないままの原告は、無断複製防止措
置が解除・破壊される由で、Z 社から著作権侵害の弁護士書簡を受け取っ
た。Z 社は更に著作権侵害刑事告訴をし、原告は捜索を受け、オフィスの
ものを押収された。
原告は、刑事捜索等により被られた損失等に対して、Y 社と Z 社等に損害
賠償を請求した。
 ≪被告等の主張≫
レーザー機は、PI と合わせて使用し、PI を患者の目の角膜に被せるよう
にしなければならない。なぜなら、レーザー機で角膜を切開する際に、PI
はレーザーにより損耗されるので、再度 PI を使用するとレーザー機の精
度に影響を及ぼすからである。しかも PI を一度開封して患者の目に接触
すれば、再使用の際に感染するリスクも伴う。この為、レーザー機及び
PI の添付文書には、「レーザー機は、PI 単回使用に合わせて使うべき」、
「PI は消毒して再利用してはならない」、「PI は単回使用に限る」等を必
ず記載することになっている。
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悪徳業者が患者の健康及び手術の安全を無視して PI を再利用することを
防ぐため、ソフトウェアがアップグレードされた後は、PI を購入する際
にそれぞれシリアル番号を提供し、シリアル番号を入力することで初めて
レーザー機が使えるようになっている。PI は専利権を有する精密的な医
療機器であり、台湾では、被告の Z 社だけが PI の輸入・販売、及びシリ
アル番号を提供するライセンスを付与されている。
クリニック A 及び B は、Z 社から PI を購入しておらず、シリアル番号も
持っていないことから、このレーザー機の無断使用防止措置が破壊・解除
され、PI を再使用しているという疑惑を抱くのは当然である。
 ≪裁判所の見解≫
 悪徳業者が PI を再利用することを防ぐために、レーザー機にシリアルを
入力して初めてソフトウェアを起動できるようにしたシステムは、原告が
機械を購入した 3 年前から採用されており、取扱説明書に記載されている。
 購入当時の PI を使い切り、原告が改めて購入することがなかったにもか
かわらず、その機械がまだ稼働して、手術のために使われ続けていた。そ
こで、原告がレーザー機の無断使用防止措置のソフトウェアを解除した、
若しくは PI を再利用していると被告の Y 社が疑ったことは、一理がある
といえる。このため、被告等の告発により原告が刑事捜索を受けたのは、
被告等の権利濫用とは言えず、被告等の行為は権利侵害行為に該当しない。
(2)【知的財産裁判所 107 年度民専訴字第 54 号】
━ 医療消耗品の光ファイバプローブの外観は著作権で保障される美術著
作でない
 ≪概要≫
本件原告 X（個人）は台湾実用新案登録第 M552989 号「光ファイバプロー
ブの接続構造の改良」
（以下は、989 実用新案と称す）の実用新案権者で
ある。
原告は、被告の生体医学材料開発会社 Y1、クリニック Y2、会社 Y3 が使
用するヘリウムイオンレーザーの付属品（使い捨て光ファイバプローブ、
即ち型番 XXX 号の光ファイバプローブ製品）が、①989 実用新案権と、②
原告が創作した著作物である付属品（以下は、便宜上、係争著作物と称す）
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と、③公平交易法の周知表示等の権利等を侵害したとして、侵害差止訴訟
を提起した。
また、被告が製造したデッドコピーが、取引秩序に影響を及ぼすに足りる
欺罔又は著しく公正を欠く行為である(公平交易法 25 条)と主張した。
 ≪ヘリウムイオンレーザーは著作物に該当するとの原告の主張≫
係争著作物は、オリジナリティが備わっており、原告は長年光ファイバプ
ローブ製品の設計開発に携わっており、市場にあるものは係争著作物を参
考、模倣したものが多い。
係争著作物の外観設計は、高度な特殊性を有しており、その外観に少なく
とも下記のような特徴が含まれている。
①青色のシリンジと透明なキャップとの組み合わせによる鮮明な対比で、
独特な芸術的趣きを有する。
②シリンジとキャップが全体的なサイズにおいて華奢で優美なプロポー
ションを呈し、考案者の際立って非凡な心ばえが体現されている。
③キャップが 4 段式の設計になっていて、キャップ底部からキャップ頂部
に向かって先細りになっている。
係争著作物は、複製し販売し続けてすでに十数年がたち、原告が代表を務
めた Q 社が生産しているヘリウムイオンレーザー及びその付属品も当局
の認証を取得済みであり、台湾初の人体実験を経て完成し、認証を受けた
ヘリウムイオンレーザーである。
 ≪被告等の主張≫
原告の創作記録の立証は不十分である。
さらに、類似する特徴の製品も原告が創作する前に既に出回っていた。た
とえば「鮮明な対比」、
「サイズにおいて華奢」、
「4 段式の設計」、
「光ファ
イバプローブがキャップから抜けるように作られている」等の特徴は、い
ずれも早くから類似製品に採用されてきた。
このため、原告の光ファイバプローブ製品は、独特な美的感覚又は思想が
欠如し、
「原始的」と、
「創作的」という著作物として満たさなければなら
ない要素が備わっていないため、著作権法により保護されない。
 ≪裁判所の見解≫
 実用品（useful article）の創作は、著作権法により保護されることもで
きるが、その保護範囲は、当該実用品上の機能的特徴には及ばない。なぜ
なら、機能的特徴は、技術思想に関わる創作として、専利法により専利と
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して保護されているからである。
 原告が認めた通り、係争著作物は、原告のヘリウムイオンレーザーの付属
品、即ち単回使用光ファイバプローブに付着している。原告の提出したフ
ァイバプローブの医薬品添付文書の説明によると、当該製品はレーザー光
を射出するために用いるレーザー光の端末であり、ヘリウムイオンレーザ
ー機を合わせて使用してレーザー治療を行う。このため、原告の主張によ
れば、係争著作物は実用品の創作に当たる。原告が挙げた「非」実用的特
徴を検討してみたが、やはり実際には大なり小なり機能性のためのデザイ
ンが含まれる。このように、機能性が備わる技術思想及びその美的感覚を
保護するのは、意匠権こそ相応しい。無理矢理に著作権により保護する場
合は、不当に技術思想の創意及び発展を阻害してしまう。
係争著作物の外観を検証してみたが、単独に切り離せる非実用的な特徴が
まったく無かったため、著作権により保護できない。さらに、意匠権も取
得していないため、意匠権で保護することもできない。端的に言えば、係
争著作物の外観は完全にパブリックドメイン（public domain）である。
 原告は、係争著作物が周知表示とも主張したが、裁判所は、係争著作物は、
周知表示には当たらないと判断した。蓋し、その外観の著名性は、客観的
な証拠により、関連需要者に広く認識されており、係争著作物の外観から
商品の出所を認識できてこそ周知表示に当たる。しかしながら、係争著作
物の外観は、消費者が購入する際の角度からすれば、一般的なシリンジと
キャップとはさほど変わらない。係争著作物の外観により、すでにその出
所が原告及び Q 社であると分かるかどうかは、まさに疑わしいことである。
結局、原告が挙げた外観の特徴は、ほぼ枝葉末節の所であり、競合他社の
シリンジとキャップとはさして変わらないので、特定な出所を認識するほ
どには至らないであろう。このため、消費者に混同誤認も生じさせない。
デッドコピーであるとの主張に関し、両製品の外観が類似するだけで、直
ちにデッドコピーに該当するとは限らない。デッドコピーの前提は、その
類似性により、不当に取引秩序に影響を及ぼしたかどうかにより判断すべ
きである。ましてや、本件の係争著作物の外観はパブリックドメインであ
る。本件は、医療機器関係の設備であり、その販売流通はすでに当局より
厳格に管理されており、関連需要者が被告の製品を購入する際には、ある
程度の予備知識を積んでおいたはずである。このような状況において、被
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告製品は完全に Q 社製の光ファイバ導波管に接続できるため、関連需要者
に混同誤認を生じさせるどころか、逆に将来ほかの光ファイバ導波設備を
購入した場合は、この光ファイバプローブもそれで無用の長物にならずに
済むので、このように光ファイバ導波設備の自由競争の促進にもつながる。
このため、原告の公平交易法 25 条の主張も理由がない。
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五、実務上の対応策
上述した実務案例の説明で、現在の台湾における半導体、自動車、民生品、
医療機器等の業界において、消耗品・修理部品の保護に関連する台湾法の知的
財産権の種類及び権利主張、そして相手側が取りそうな法律上の抗弁(例えば、
商標の公正使用〈フェアユース〉、権利消尽)を紹介した。
以下では、採用できる保護手段について、更にその性質及び限界を分析する。
(一)発明、実用新案による保護
修理部品と消耗品は、常にある技術を実施するための工業製品である。専利
法にある特許・実用新案登録の要件を満たせれば、特許を受け又は実用新案と
して登録されて、保護の対象となる64。
特許・実用新案は、両方とも自然法則を利用した技術的思想の創作であるが、
その差異として、特許権の保護対象は比較的に広く、物質（固定された形態は
ない）、物（固定された形態がある）、方法、生体材料及びその用途である。一
方、実用新案の保護対象は、物品の形状、構造又は組合せの創作に限られる。
修理部品と消耗品の場合は、固定された形態の物であるため、形状も構造も
あり、他の構成部品と組み合わせることもできるため、特許又は実用新案によ
り保護できる。台湾実務においても、各タイプの修理部品と消耗品、例えば民
生品、自動車部品、半導体部品等が含まれ、特許権又は実用新案権により保護
する実例もある。
特許と実用新案は、本質的にいうと、技術思想の保護であるため、専利でカ
バーされる範囲65からみれば、以下のような二種類に分けることができる。
 専利の技術内容そのものが修理部品・消耗品である。
 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。
64

65

専利法 21 条に、「発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいう」と規定されて
いる。専利法 104 条に、「実用新案に係る考案とは、自然法則を利用した技術的思想の、
物品の形状、構造又は組合せに係る創作をいう」と規定されている。
即ち専利の請求の範囲である。
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このような二種類の分類を参考にし、製品又は技術特性に鑑み、考慮した上
で適宜に専利ポートフォリオを組むことが望ましい。
１、専利の技術内容そのものが修理部品・消耗品である
専利の技術内容そのものが修理部品・消耗品である場合、専利の保護対象は
修理部品・消耗品の全体となり、専利権者の同意を得ずに製造、販売の申出、
販売、使用又は上記の目的のために当該修理部品・消耗品を輸入する場合は66、
当該専利の全体を実施することに当たり（オールエレメントルール）、この全
技術内容を違法的に実施することで専利の侵害に該当する。
例えば、前記に挙げた【知的財産裁判所 106 年度民専訴字第 104 号】実用新
案権侵害事件の判決によると、当該案件の実用新案権は自動車のエンジンカバ
ーの補強構造である。その技術内容は、「リブ」が縦横に交錯して多辺形状と
なり、自動車エンジンカバー全体の筐体強度を向上させるものである。当該専
利の技術がカバーする範囲は、自動車のエンジンカバー全体であるため、原告
の専利権者は、被告の製造、販売する自動車のエンジンカバーが係争実用新案
の構造を有し、専利の権利侵害に該当すると主張し、専利権侵害訴訟を提起し
た67。
上記の案例から分かるように、専利権の請求の範囲が、修理部品・消耗品そ
のものであった場合、権利侵害者の修理部品・消耗品を製造、販売した行為自
体は、直ちに直接侵害に該当するため、専利権者は訴訟で権利侵害者に対して、
より容易に専利権の直接侵害を立証できるであろう。
２、修理部品・消耗品が専利の構成要件の一部となった場合
専利の請求の範囲が、一つのシステム又は装置全体に及び、修理部品・消耗
品が当該専利の構成要件の一部となった場合68、当該修理部品・消耗品を製造、
66
67

68

実施権を専有する法文は「弐、一、（一）、２、」（頁 5 以降）を参照。
但し、当該判決の資料によると、侵害疑義品のリブが縦横に交錯して円環状となるという
技術特徴であると裁判所は判断したため、文言侵害にも、均等侵害にも該当しない旨を以
て、原告を敗訴にした。
もし、当該専利の請求の範囲において、修理部品または消耗品が定義(define)されていな
い場合、当該修理部品または消耗品は、その専利により保護することは叶わないかもしれ
ない。
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販売した場合に専利の侵害に該当するかどうかは、台湾の実務上にまだ疑義が
ある。
前記の説明の通り、現行の台湾専利法には、米国69や日本の特許法にある「間
接侵害」（secondary infringement）の明文規定が無い。このような明文規定
がある米国や日本では、被疑侵害者が、特許の構成要件の一部である修理部
品・消耗品を製造、販売した場合、特許法の権利侵害に当たる。かつて台湾で
も日本や米国特許法を参考にして専利法を改正する動きがあったが、結局見送
ることとなった70。このため、被疑侵害者が、特許の構成要件の一部である修
理部品・消耗品を製造、販売する行為が専利侵害に当たるかどうかは、やはり
オールエレメントルールに基づいて判断される。専利権者がこのような状況に
おいて専利権を行使しようとする場合は、権利侵害の立証の展開に際し、支障
や不確定性が出てきてしまう。
このため、メーカーは、専利を出願する際に、相応しい専利の請求の範囲を
適宜に記載し、修理部品・消耗品を専利の構成要件一部として出願した場合は、
下記の実務判決より帰納した要点に留意することが望ましい。
(1)共同不法行為
専利の構成要件の一部である修理部品・消耗品を製造、販売した行為に、如
何に対抗するかにつき、台湾では、民法にある共同不法行為の規定71により対
応する。それは、被疑侵害者の修理部品・消耗品を製造、販売する行為が、民
法における教唆（法文では「造意」と書く）、又は侵害幇助に該当するかどう
かにかかる。

69

70

71

米国特許法における所謂間接侵害とは、侵害教唆(積極的に特許侵害を他人に教唆する。35
U.S.C 271 (b))と侵害幇助(35 U.S.C 271 (c))等の種類がある。
台湾知財局は 2009 年 5 月 26 日に、専利法改正草案 101 条 1 項に下記の法文を入れた動き
があった。「その発明による課題の解決の主な技術手段のものを知りながら、販売または
販売の申し出により、当該専利を侵害する行為は、特許権侵害と見なす。但し、当該物は
一般的な取引で通常に得られるものは、その限りではない」。当該法文は、物や方法の専
利についての侵害幇助にしか取り上げ、侵害教唆には触れていないが、やはり業界におい
て大きな反発を受け、しかも実務上に「主な技術手段」の認定についてまだ疑義があるた
め、のちに知財局は改正案からこの法文を削除した。
民法 185 条によると、「Ⅰ数人が共同に他人の権利を不法侵害する者は、連帯して損害賠
償責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができない
時も、同様とする。Ⅱ行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者と見なす」と規
定されている。前記の「弐、三、（三）」（頁 22 以降）を参照。
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知的財産裁判所の見解としては、専利法に「間接侵害」の関連規定がない以
上、被疑侵害者の「主観意図」と「行為態様」が第三者の専利権侵害に直接に
加わっていない場合は、被疑侵害者に権利侵害責任を負わせるべきではないと
判示した72。
一般的に言うと、現在の実務でよく見られる共同不法行為は、民法 185 条 2
項にある、教唆又は幇助行為である。
「教唆」とは「他人を唆し、権利侵害行為をする決意を持たせ、進んで権利
侵害行為をすること」であり、「幇助」とは「行為者に援助し、その権利侵害
行為を容易にすること」である。その援助には、物理的又は精神的幇助が含ま
れる。
一般論として、共同不法行為の案例において、台湾裁判所の多数の見解は、
その前提に主犯である権利侵害者が侵害行為をなし、そして当該教唆又は幇
助行為が、客観的に侵害結果の発生について相当な因果関係があってこそ、
教唆人又は幇助人が共同不法行為の責任を負うべきとしている。しかも、その
教唆又は幇助行為は、故意または過失である場合に限られる73。さらに、大多
数の裁判実務は、教唆又は幇助の侵害責任に対し、独立説でなく従属説を採用
し、教唆又は幇助者の行為は、直接的な侵害行為に従属しなければならない74と
している。
但し、専利権間接侵害の事例において、知的財産事件を専門とする知的財産
裁判所の間接侵害者の主観要件に関する見解はまだ統一されておらず75、案例
の蓄積により見解の趨勢を今後見守っていかなければならない。

72

73
74
75

【知的財産裁判所 100 年度民専訴字第 69 号】民事判決、【101 年度民専上字第 22 号】民事
判決を参照。
【最高裁判所 92 年度台上字第 1593 号】民事判決を参照。
【知的財産裁判所 101 年度民専上易字第 1 号】民事判決を参照。
一部の知的財産裁判所判決（例えば【知的財産裁判所 103 年度民専上字第 16 号】民事判決、
【知的財産裁判所 101 年度民専上易字第 1 号】民事判決）は、間接侵害者の主観要件は故
意に限られるという見解を採用しているが、その代わり、間接侵害者の主観要件は故意の
みならず、過失も含まれるという見解を採用している判決もある（例えば知的財産裁判所
99 年度民専訴字第 59 号】民事判決）。
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A、共同不法侵害の前提は、直接的な侵害行為があること
台湾の実務判決の見解を考察すれば、権利侵害の成立には、まず、「第三者
が直接に侵害行為を為した」、即ち、
「単一の主体により、専利の全部の構成要
件が行われた」ということが必要である。
例えば、前記の【知的財産裁判所 99 年度民専訴字第 59 号】特許権侵害事件
を参照すれば、当該案件に係る発明は電源回路であり、被告製品は、当該電源
回路の構成要件の一部の機能を備えるチップである。
原告である専利権者は下記のような主張をした。「被告製品はすでに市場で
流通しており、被告製品の規格書に、明確的に当該チップを他の電子部品に装
着して使用することで、当該電源回路を成すことが書いてあるため、必ずどこ
かで使用者が被告のチップを他の電子部品と組み合わせて使用し、そうするこ
とで係争特許の構成要件の実施に該当するため、被告がチップを製造・販売す
ることは、民法 185 条における幇助・教唆行為に当たり、権利侵害が成立する。」
判決文では、被告チップの製品だけでは確かにオールエレメントルールに当
たらないが、被告は当該製品を開発・テストするために、必ず既に当該特許の
構成全体の実施をし、電源回路を製作したはずであり、しかも被告製品は既に
市場に流通しており、その規格書の内容も公開されており、直接の権利侵害者
が明らかに存在しているため、被告が特許権侵害に当たると判示した。
他に、
【知的財産裁判所 105 年度民専訴字第 66 号】特許権侵害事件を参考に
すると、係争特許は、特定な酸化物が含まれる化学的研磨用組成物であり、当
該案件の被告製品は、その特定の酸化物を除き、係争特許の構成要件の全てが
備わっている。
原告は訴訟において、第三者が被告製品を使用する際に必ず酸化物を入れる
ため、被告に教唆又は幇助の行為があったと主張した。しかし裁判所は、被告
製品にある「化学品安全取扱説明書（MSDS）
」に、当該特許の構成要件に定義
している酸化物を必ず入れるようにという記載はないため、使用者は必ずしも
その定義された酸化物を入れる特許の構成全体を実施するわけではなく、被告
は客観的係争特許の侵害を教唆又は幇助する行為が欠けるため、権利侵害に該
当しないと判示した。
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従って、第三者が専利の構成要件を全て実施したことを原告側が充分に立証
しなければ、専利の構成要件の一部である修理部品・消耗品の製造、販売す
る行為は権利侵害に該当しないと裁判所が判断する可能性がある。
B、修理部品・消耗品の製造又は販売行為に、権利侵害結果の発生に相当因果
関係がある
台湾民法にある共同不法行為につき、各行為者の故意又は過失行為がその損
害に相当因果関係がない限り、共同不法行為は成立しない。
例えば、【知的財産裁判所 100 年度民専訴字第 2 号】実用新案権侵害事件判
決を参照すると、係争実用新案は、ロール式のパッケージ構造の「収納に有用
な取り外し不用引き取り式帯状物パッケージ構造」であり、当該装置を以て、
使用者がリボンなどのロール式帯状物を素早く引き出すことができる。
当該案件の被告は、国際的に有名な映画やアニメメーカーの X 社であり、そ
のキャラクターを第三者の Y に著作権の使用許諾をし、Y もロール式帯状物と
いったパッケージ構造装置を製造し、X の許諾したキャラクターのテープを使
用した。原告は、X の許諾行為自体が、Y と共同不法行為を成すと主張した。
判決文によると、Y の製造したロール式帯状物のパッケージ構造装置自体は
権利侵害に当たらない。更に、当該実用新案の登録請求の範囲は、パッケージ
構造装置だけであり、X のキャラクターのテープには及ばないとした。そもそ
も当該テープはそれ自体で商品として販売できるので、特定のパッケージ構造
装置と併せて販売する必要もない。X は Y にキャラクターの許諾はしたものの、
Y が何の製品でキャラクターの図案を使用するかは、X の知らないことであり、
原告は、実用新案権の行使により、X の許諾行為に制限をかけてはならない。
そして、裁判所は、X に故意又は過失により係争実用新案を侵害する行為がな
く、X が許諾したキャラクターも、Y の製造販売する本件製品とは無関係であ
るため、X の許諾行為と原告の主張する侵害と損失とは、相当因果関係がない
と判示した。
【知的財産裁判所 103 年度民専訴字第 66 号】特許権侵害事件の判決では、
当該修理部品・消耗品が「その他の非侵害用途を有しない」という概念に当た
るか否かという内容が示されている。
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係争特許はウェハーの測定に用いるプローブカード装置であって、その技術
的特徴は、プローブカード装置にプローブヘッドがあり、プローブヘッドを交
換することで、測定装置ごとの交換や修理をしなくて済むわけである。
原告である特許権者は、多くのプローブヘッドを半導体メーカーである訴外
人 Z 社に販売しており、プローブヘッドの使用に伴う磨耗による Z 社からの継
続的な需要が見込まれていた。しかし原告は、後に Z 社が被告 Y 社のプローブ
ヘッドを採用していて、Y 社のプローブヘッドを原告のプローブカード装置に
装着していることを知り、Y 社による当該プローブヘッドの製造、販売は共同
不法行為に該当すると主張した。
裁判所は判決において、Y 社のプローブヘッドを原告のプローブカード装置
へ装着することは、特許の技術的範囲に属するとした。また Y 社がプローブヘ
ッドを原告のプローブヘッド装置に装着できるようにしていることは、必然
的に原告が設計した装着手段を備えていることを示し、Y 社のプローブヘッド
はその他の非侵害用途を有しないと認定した。
裁判所は更に、Z 社は当初原告のプローブヘッド及びプローブカード装置を
購入しているので、それらの製品に特許権の保護があることを知っているはず
であるが、Z 社はその後 Y 社から原告のプローブカード装置に用いることがで
きるプローブヘッドを購入しており、Y 社によるプローブヘッドの提供及び Z
社による装着行為は、係争特許に対する共同不法行為に該当することが明らか
であると示した。
一方、
【知的財産裁判所 103 年度民専訴字第 16 号】
特許権侵害事件において、
裁判所は、第三者によって特許発明の構成要件が全て充足されている場合でも、
被告による加工行為がその他の非侵害用途を有し、更に特許発明の技術的特
徴との関連性が低い場合には、特許権の侵害には当たらないとした。
この訴訟における係争特許は特定のねじ山構造を有するボルトであり、原告
は、B、C、D 各社がそれぞれ訴外人 A 社から侵害被疑品であるボルトの半製品
に対する熱処理、電気めっき、塗装の各加工を依頼され実行していることを知
り、B、C、D 各社による加工行為は、ボルトを有効な製品とするために必須な
行為であり、よって B、C、D 各社の侵害品であるボルトに対する加工は特許権
を直接侵害する者の侵害行為の幇助に該当するので、B、C、D 各社の行為は共
同不法行為に該当すると主張した。しかし、裁判所は、被告等の加工行為が係
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争特許のボルトの形状と構造との関連性が低い旨で、共同不法行為に該当しな
いと判示した。
C、被疑侵害者が主観的に教唆又は幇助の故意または過失がある
台湾知的財産裁判所の判決を参照すると、現時点ではまだ統一される見解は
ないが、実務上、民事の共同不法行為を成立するために、共同不法侵害者に主
観的に教唆又は幇助の「故意」があることを斟酌しなければならないという見
解もあり、「故意または過失がある」ことで判断することもある。
例えば、【知的財産裁判所 101 年度民専上易字第 1 号】実用新案権侵害事件
において、第三者が係争実用新案の構成要件を全て実施し、さらに被告が実施
した構成要件もまたコア技術であったが、被告はあくまでも第三者の指示に従
い、しかも被告は主観的に当人が実施した要件が係争実用新案のコア技術であ
るとはまったく知らずにいたため、権利侵害には該当しないと判示された。
係争実用新案に係る考案は、砕石が装填され且つ特定の構造を有する排水袋
であって、その実用新案登録請求の範囲は、袋体構造と砕石を含み、これによ
り擁壁に対して十分な排水効果を提供する。
原告は、被告 Y 社が製造し且つ第三者である Z 事業主に提供した排水袋が実
用新案登録請求の範囲に限定されている特定の構造を有するものであること、
及び Z が砕石をこの排水袋に装填していることを知り、Z が砕石を装填した袋
体構造を使用することは直接侵害に当たるので、侵害行為を幇助した責任を Y
社は負うべきであると主張した。
裁判所は判決において、この排水袋のみでは実用新案登録請求の範囲に属さ
ず、Y 社は Z の指示に基づいて排水袋を製造したものであり、故に Y は主観上
それが製造、販売した排水袋製品が実用新案に係る考案の必須の構成要件を実
施するものであることを知らず、またもしも後日に本体と袋体が一体に連結さ
れ、袋体内に砕石が装填された場合には完全に実用新案登録請求の範囲に属す
ることになることも知らなかったと認定した。この為、
「権利侵害者を援助し、
その侵害行為を容易にする」という幇助の「故意」があるとは言い難く、実用
新案権の侵害に当たらないと判示した。
尚、
【知的財産裁判所 104 年度民専上易字第 12 号】実用新案権侵害事件を参
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考にすると、係争実用新案に係る考案は、止水壁の矢板の密封性を高めるため
の矢板締め付け装置であって、その実用新案登録請求の範囲は、止水壁の親杭
に設けられたスロット溝と、前記スロット溝に設けられたＵ字フレームと、ね
じ、ナット等の部材とを含む。
原告は、被告 Y 社が製造したアルミの U 型機械要素部品は訴外人 Z 建築請負
業者の構成要件の全てを実施することを幇助する旨で、Y 社は侵害幇助に該当
することを主張した。
控訴審の裁判所の判決によると、Y 社はただのアルミ加工業者であり、水門
を専門的に製造するメーカーでなく、研究開発部門も設けていないため、係争
実用新案の構造を理解して意識した上で侵害を幇助したとは言えない。しかも
Y は、原告の警告状を受け取った後に、Z 建築請負業者に、その製品によって
侵害が成立したかと問い合わせ、Z はそのようなことはないと返答した。従っ
て、裁判所は、Y は自社の製品が権利侵害を起こすかどうかを判断できず、Y
は主観的に故意又は過失がないため、民法 185 条 2 項の侵害幇助に該当しない
と判示した。
D、直接的な権利侵害者は、侵害の故意又は過失がある
台湾実務において、共同不法行為は、直接的な権利侵害行為に従属している
という考えがあるため、直接的な権利侵害者が存在することが前提としてい
る。そのため、直接的な権利侵害者は、主観的故意又は過失があるということ
が求められている。
例えば【知的財産裁判所 97 年度民専上字第 20 号】特許権侵害事件を参照す
ると、係争特許は糖尿病を治療する薬品であり、その特許請求の範囲には、当
該薬品が複数の化合物 A と B から成ることが含まれる。
被告 Y 製薬会社は化合物 A を製造・販売しており、その医薬品添付文書に化
合物 B を併せて使用するようにとのアドバイスが書いてあった。この為、Y 製
薬会社の化合物 A を製造・販売する行為が特許侵害に当たると原告 X は主張し
た。
裁判所の見解によると、患者は医師の処方に従って、化合物 A と B を併せて
使用するため、特許の構成要件を全て実施するのは確かであるが、当の患者と
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医師は、特許侵害の故意又は過失がないため、直接的な侵害行為に当たらない。
従って、Y 製薬会社の医薬品添付文書にある記載は、教唆又は幇助行為に該当
せず、Y 製薬会社には、共同不法行為の侵害責任がないと判示した。
E、小結
台湾において、専利の技術内容が、一つのシステム又は装置全体であった場
合、専利権者は、単に当該専利の構成要件の一部に過ぎない修理部品・消耗品
を製造・販売する間接侵害者に対し、共同不法行為を以て専利権侵害を主張で
きる可能性はある。
しかし、台湾の裁判実務は、伝統的な民法の共同不法侵害理論でこのような
課題に対処しているため、間接侵害者の教唆・幇助行為は、やはり直接的な侵
害行為に従属し、即ち、直接的な侵害の行為者が存在することを前提として
おり、直接的な侵害の行為者に、主観的な侵害の故意又は過失があったこと
が求められている。
そして、間接侵害者の教唆、幇助行為が、侵害結果を生じたことと相当因果
関係があり、即ち間接侵害者の製造・販売した修理部品・消耗品が、直接的な
侵害行為と相当因果関係があり、修理部品・消耗品そのものに当該専利の構
成要件を実施すること以外の用途がなく、しかも間接侵害者には、少なくと
も教唆・幇助の故意又は過失があることが求められている。
メーカーは、専利ポートフォリオの戦略を組み、このような専利を出願しよ
うとする際に、当該修理部品・消耗品自体は、専利全体の直接侵害に重大な影
響を生じるかに留意し、専利又は製品の規格を設定する際に、使用される修理
部品・消耗品そのものに、当該専利の構成要件を実施すること以外の用途が
ないように工夫することが望ましい76。
純正品メーカーにとって、台湾の共同不法行為という法文構造の下、直接的
な侵害者は業者のクライアント又は潜在のクライアントであるが 77 、修理部
品・消耗品を製造・販売する被疑侵害者に専利侵害を主張する必要性があるこ
とも否めない。この為、クライアント又は潜在のクライアントに自社の製品が

76
77

例えば前述の【知的財産裁判所 99 年度民専訴字第 59 号】民事判決である。
例えば前述の【知的財産裁判所 103 年度民専訴字第 66 号】民事判決である。
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専利の保護を受けていることを適時に知らしめる必要があり78、当該クライア
ントに、サードパーティーの修理部品・消耗品を採用すると、直接的な侵害行
為の故意又は過失に当たることを悟らせる。メーカーは、修理部品・消耗品が
製造・販売されることにより権利侵害をうけた際に、適時に当の被疑侵害者に
通知を行うことがお勧めである。そうすることで、最悪侵害差止のために法廷
で争わざるをえない際に、侵害の故意又は過失の成立に繋がるわけである。
(2)権利消尽及び修理、再生産
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。
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
許品を使用若しくは再販売したとき。上記の製造、販売行為は、国内に限らな
いものとする」79と、国際権利消尽が明文規定されている。
【最高裁判所 98 年度台上字第 597 号】実用新案権侵害事件民事判決に、裁
判所は、「専利権者が自己の製造、販売又はその同意を得て他人が製造、販売
した専利品は、一度市場へ入ると、専利権者の当該専利品の権利が既に消尽し
ており、専利権を享有する権利を失う。これが即ち権利消尽原則である」と判
示した。
修理部品・消耗品が専利の請求の範囲における構成要件の一部に過ぎない場
合、前述の通り、台湾実務上は伝統的な民法の共同不法侵害理論で対処してお
り、しかもまだ案例の蓄積を待っている状態である。この為、被疑侵害者が消
耗品を使用することは、実施ではなく単に「修理」に当たるかどうか、専利権
は既に消尽したかどうかという議題につき、僅かな実務判例しかない。
例えば、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、即ちプローブヘッドの案例において、半導体メーカーZ 社が採用した被告
Y のプローブヘッドは、原告である特許権者のプローブカードに装着できるエ
レメントがある。しかも半導体メーカーZ 社のスタッフはかつて原告の職員に、
Y のプローブヘッドを原告のプローブカード装置に装着したと明確に言及した。
そして、裁判所が特に注目したのは、Y のプローブヘッドが、原告のプローブ
カード装置に装着する以外に用途がないということである。これにより、半導

78
79

例えば特許証の番号を表示する。
実用新案はこれを準用するため（専利法 120 条）、権利消尽も適用する。
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体メーカーZ 社が、プローブヘッドを Y から購入し、Y がそのプローブヘッド
の製品を半導体メーカーZ 社に交付した後、それを原告のプローブカード装置
と組み合わせたことで、明らかに係争特許権を共同不法侵害しているため、こ
れは単純に部品を交換する状況と異なる。したがって、半導体メーカーZ 社は
単に部品を交換するに過ぎないので「権利消尽」を適用すべきであるという被
告 Y の抗弁は理由がないと裁判所が判示した。
なお、米国とドイツの実務においては、「修理及び再生産」（repair and
construct）のある程度の蓄積があり、専利品のメンテナンスにつき、使用者
による理に適った使用の範囲内の修理点検であった場合は、権利侵害にならず、
専利品の再生産である場合は、製品の寿命が尽きた後に新しい“命”を授けた
ようなものであるため、侵害行為に該当するという旨である。
台湾の場合は、この議題に関する実務上の案例は僅少であり、一例を挙げる
と【台中地方裁判所 97 年度豊智簡字第 1 号】民事判決ではこの議題について
見解を述べたことがある。当該判決の関連実用新案はブラストマシーンのサン
ド供給装置であり、実用新案の登録請求の範囲には、回転ディスク、サンドカ
ップ及び側板、上板などがある。被告が原告製品である噴洗機の部品交換、修
理のサービスを提供しているため、実用新案権侵害を受けたと原告は主張した。
裁判所は下記の見解を判示した。専利品の修理と再生産の区別は、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
うかとは係わりがなく、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という。
裁判所は更に指摘したのは、原告も認めた通り、当該ブラストマシーンのサ
ンド供給装置のサンドカップ等は消耗品であるため、そもそも定期的に新品に
交換しなければならず、原告は元々部品の交換を認容する意図もあり、原告自
身も交換のための部品を提供している。このことから、裁判所は、当該部品
交換の行為は再生産ではなく修理行為に属すると判示した。
(二)意匠による保護
１、意匠権により、修理部品・消耗品又はコンビネーション製品の整備用部品
を保護する
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