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被雇用者が著作者となる場合には、その著作財産権は、雇用主が享有する。但
し、契約において被雇用者が著作財産権を享有する定めがある場合には、その
契約に従う」と規定されており、たとえ被告人が本当に写真と図面の作成に協
力していたとしても、会社の指示によるものであり、その職務と直接的な関連
性があり、当該図面は職務において完成する著作物に属しているため、前記
の著作権法の規定により、製品の写真及び図面の著作財産権は、原告会社が
享有することとなっている。このため、事前に関連条項においてはっきり規定
を定めておけば、事後の権利帰属の争議をある程度回避することができる。
(五)その他の法律による保護
１、商品検験法
「商品を安全、衛生、エコロジー又はその他の技術法規又は基準に合致する
ように促進し、需要者の権益を守るため」132、台湾において「商品検験法」が
制定された。当該法律に基づき、
「一、台湾国内で生産、製造又は加工する農・
工・鉱業の商品。二、海外へ輸出する農・工・鉱業の商品。三、国内へ輸入す
る農・工・鉱業の商品」133に対して検査を行う134。
検査を受けるべき商品につき、その検査規定に満たしていない場合は、工場
から運び出せず、また輸出・輸入することもできない135。検験の基準は、各案
件の状況に応じて、CNS、国際標準、その他の技術法規規則又は主務機関の定
めた検査規則などがある136。
主務機関により公告される検査すべき商品、又は検査を受けず、若しくは検
査規定に適合しない場合は、輸出・輸入してはならず、販売者も陳列又は販売
してはならない137。商品検験法により、検査届出義務者138が検査を受けていな
132

商品検験法 1 条の規定である。
商品検験法 3 条の規定である。
134
商品検験を執り行う方法としては、ロット別検験、監視査驗、検証登録、適合性声明の四
種類に分けられている。商品検験法 5 条によるもの。
135
商品検験法 6 条の規定である。
136
参照：https://www.bsmi.gov.tw/wSite/public/Attachment/f1441268392164.pdf （最終閲
覧日：2019 年 12 月 23 日）。
137
商品検験法 6 条の規定である。
138
商品検験法 8 条に、「Ⅰ商品之検査届出義務者は以下の通りである：一、商品在国内で製
造生産した場合、その製造者又は輸出者。但し、商品は他人を委託して製造生産した場合、
その、台湾において住所又は営業所がある委託業者の名義を以て、台湾において販売若し
くは於輸出する場合は、その委託業者。二、商品は海外で製造生産した場合、その商品の
138
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い商品を輸入又は販売する場合は、台湾ドル 20 万元以上、200 万元以下の過
料に処する139。
更に、検験を受けた商品につき、検査届出義務者は適当な表示をしなければ
ならず、「商品の本体、パッケージ、ラベル又は説明書において、検査基準に
沿う表示をするほか、商品の名称、検査届出義務者の名前、名称又は住所を表
示しなければならない」と規定されている140。
現在広く使われているモバイルバッテリーを例として挙げれば、突然発火す
る等の事故も発生し、航空安全に関して疑問視されることもあるため、台湾当
局は現在、モバイルバッテリー、リチウム電池、充電器などの商品について、
関連する検査標準を制定し、くだんの検験標識（例えば

又は

）

を付けない場合は、主務機関が商品検験法の違反を理由に罰することもある。
進んで製品の品質を確保するために、主務官庁は、モバイルバッテリーが故障
した場合は、自ら分解して又は部品交換せずに、なるべく純正品メーカーの指
定した修理店舗に送ることを需要者に勧めることもあった141。
このため、もし純正品メーカーの特定の消耗品が、検査すべき商品に属する
場合、サードパーティーは商品検査を受けなければ、潜在的な法律の裁きと
当局の取締りもあるため、直接に市場に進出して販売し、純正品と競争する
ことが難しい。
一方、純正品メーカーは商品検査に合格できれば、販売する際に主務機関
からの品質又は安全認証のバックアップもあり、製品が故障を発生した時に、
需要者は純正品メーカーのサポートを求めるように間接的に仕向けることが
できる。
輸入者。但し、商品は他人を委託して輸入した場合、台湾において住所又は営業所がある
委託業者の名義を以て、台湾において販売する場合は、その委託業者。三、商品の製造生
産者、輸出入者、委託製造または委託輸出入者は不明若しくは調べようがない場合は、そ
の販売者。Ⅱ前項の製造生産者につき、下記の者も含まれる。一、組み立てる者。商品を
個別な部品により組み立てて販売する者。二、改良者（modifier）。検験規定に合致する
商品は、市場に流通する前に、販売目的で改良した者。」と規定されている。
139
商品検験法 60 条の規定である。
140
商品検験法 11 条によるもの。但し、12 条に「検査届出義務者は、商品本体において商品検
査標識を表示しなければならない。もし商品の本体が小さ過ぎ、または他の特別な理由に
おり表示できない場合は、ほかの方法で標示することができる」と規定されている。
141
参照：https://www.bsmi.gov.tw/wSite/ct?xItem=64008&ctNode=477&mp=3 （最終閲覧日：
2019 年 12 月 23 日）。
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２、営業秘密法
営業秘密法 2 条の規定によると、方法、技術、製造工程、調合、プログラム、
設計その他生産、販売、又は経営に用いられる情報は、秘密性及び潜在的な経
済的価値を備え、所有者も合理的な秘密保持措置を取ったものは営業秘密とい
う。同法 10 条では、営業秘密の侵害態様も規定されている142。
修理部品・消耗品の場合、特に大型の設備のために採用された精密な修理部
品につき、その寸法又は材質等の規格は往々にして、当該設備の順調に稼働で
きるように合わせて製造されるため、修理部品を製造する技術的な図面、特に
中に詳細な寸法又は材質等の細部な規格情報も含まれている設計図自体も、
営業秘密保護の対象に成り得る。
この上、更に他の営業秘密としての保護要件（例えば合理的な秘密保持措置
を取ること）を満たす場合、企業は、営業秘密により自社の消耗品又は部品
を保護し、修理部品・消耗品の重要な「規格情報」を他人に使用又は漏洩す
ることを防ぐこともできる。
(1)修理部品の細部の規格情報
【知的財産裁判所 104 年度民営訴字第 8 号】営業秘密侵害事件は、退社した
元社員が会社の機械設計図面を不法に取得したことで営業秘密を侵害した実
例である。
原告 A 社は、光学薄膜の機械設備を販売する会社であり、被告 B は元総支配
人であり、退職後、A 社の「両面成形機」の設計図のキャドデータを他人に送
付した。
裁判所の調査によると、被告 B が漏洩した設計図のキャドデータには、当該
両面成形機の全体構造の配置が記載されており、当該構造の各エレメントの外
観及び相対位置を分解して情報を得ることができるのみならず、更にエレメン
トの寸法も測れるため、端的に言えば、当該図面により両面成形機の製造情報
が分かるようになった。
142

詳しくは、「弐、一、（六）」（頁 18 以降）を参照。
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さらに裁判所の調べによると、当該図面のデータは A 社の非公開的の内部資
料なので、一般のクライアントから両面成型機設計図を提供するように要請す
る場合、A 社も単に PDF ファイル、若しくはブロックとなって機械外部の形状
しか見えずに細部の部品情報を測ることもできないキャドデータといった物
しか提供しないため、一般のクライアントは、たとえ機械を購入し、又は図面
を獲得しても、部品の細部の寸法等の細目を知る由がない。A 社は当該図面の
秘密性を守るため、A 社のクラウドデータバンクにおいて保存し、A 社の設計
部門のスタッフも、自分のアカウントと暗証番号を入力しなければ見られない
ものであった。従って裁判所は、当該ファイルは一般的にその類の情報に係る
者が知らないものであり、しかもその秘密性により実際の経済的価値を備え
るものとして、営業秘密として保護するに値すると判断した。
被告 B は、A 社の成形機が市場で販売され始めた当初、その機械の構造はす
でに関連業者の間で知悉されるものであり、A 社がクライアントに見積書を提
供する時も図面の PDF ファイルを同封する等、当該図面の技術情報は確実に
開示された云々と主張した。
しかし裁判所の調査によると、A 社は当局機関の入札に参加する際に、その
書類は、両面成形機設計図の電子ファイルではなく、紙ベースで提出した。A
社の代表者も、A 社は見積もりの際に PDF ファイルしか提供しないため、キャ
ドデータのように各エレメントを分解しても、その相対位置及び寸法等の技術
情報を得ることはできないと証言した。A 社の証人も、クライアントのニーズ
に応じて図面を提供する際に通常 PDF ファイルしか提供せず、クライアントは
工場配置図を求めた場合は、ブロックとなるキャドデータ、しかも上視図面し
か提供しない。そうすることで、部品の細部の特徴が分からず、各細部の部品
の寸法も測れない。したがって、裁判所は、当該ファイルに秘密性を備えてい
ると判示した。
「所有者が既に合理的な秘密保持措置を取ったもの」という営業秘密の要件
につき、裁判所は、この要件が、営業秘密の所有者は合理的な努力をし、他人
が容易に当該秘密情報を取得、使用又は漏洩することができないことを指すと
した143。
143

「所有者が既に合理的な秘密保持措置を取ったものとは、全ての人は、その労力、財力を
以て、社会的に通常に可能な方法又は技術により、公衆に知悉されない情報を、業務のニ
ーズにより分類且つ区分し、従業員の職務や情報の性質によって、アクセスして知悉でき
141
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裁判所が A 社の関連証人を審尋して分かったのは、下記の事実である。


まず、A 社の社員のパソコンを起動する場合は、自分専用の暗証番号を
入力しなければならない。メールを使用する際にも個人専用の暗証番号
を以て使用する。暗証番号には権限があり、課長は部下のファイルが見
えるが、部下は課長のファイルが見えない。



他の部門は、機械設計課のファイルが見えない。当該部門のスタッフだ
けが見える。暗証番号は、A 社の IT スタッフが半年毎に変更する。設
計課以外、その図面が見られる権限を有するのは、課長以上管理職、社
長、事務局長と元総支配人だけである。他の部門は図面のファイルが必
要とする際に、図面申請書を記入しなければならず、しかも PDF ファイ
ルしか貰えない。



個人のノートパソコンは、会社のクラウドに接続することができない。
個別な業務のため図面を取得しようとする際に、前記の図面申請書を記
入した上で、設計部門の責任者の署名許可を貰ってから、初めてメール
に添付されている図面を貰うことができる。しかも当該メールは、設計
部門及び申請部門の責任者に CC が届くこととなっている。

上記の内容を合わせて判断すれば、裁判所は、証人の陳述した内容により、
A 社は確かにその機械設備の設計図という秘密情報を、業務のニーズにより分
類し、従業員の職務や情報の性質によって、アクセスして知悉できるメンバ
ーも異なり、アカウントと暗証番号により管理しているため、A 社はすでに合
理的な秘密保持措置を取っていると認められる。
被告はかつて A 社の総支配人として、A 社の成形機キャドデータを取得し、
退職後に無断に当該図面を第三者に送ることで、当該図面の技術内容が、A 社
以外の第三者に知られてしまったため、被告の行為は、不正方法で営業秘密を
漏洩したことであり、A 社の営業秘密を侵害したと裁判所は判示した。
更に注意すべきなのは、被告は、A 社は成形機設備について実用新案を出願
るメンバーを制限することである。これは、パソコン情報の保護について、使用者毎にア
カウントと暗証番号等の管理することが、一番良く見られる」と、【最高裁判所 102 年度
台上字第 235 号】民事判決の趣旨である。
142
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したために開示されて秘密性を有していないと抗弁した。しかし裁判所は、当
該図面を A 社の出願した実用新案と対比し、当該出願登録の請求の範囲は、図
面の一部の構造に限られ、他の細部の構造は載せていないため、やはりこの出
願の書面だけでは、当該機械の全体の各エレメントの外観、相対位置乃至寸法
をうかがい知ることはできず、秘密性が備わっていると言えると、被告の答弁
を採用せず、営業秘密の侵害責任を負うべきであるとした。
(2)修理部品の交換、メンテナンス等のサービス提供により蓄積した情報
元請けから下請けまで分業が細やかで成熟化している産業、例えば半導体業
界において、専ら修理部品の交換、点検整備等を主な業務としている企業もあ
る。しかし、台湾の裁判実務では、長期間のメンテナンスの提供により蓄積し
てきた情報(例えば部品の価格、メンテナンスの仕方又は設備故障に関する専
門的な判断)を、必ずしも当然営業秘密保護の対象として認めるとは限らない。
一例として挙げると、【知的財産裁判所 103 年度民営訴字第 1 号】契約違反・
営業秘密侵害事件がある。
原告 A 社は、医療機器、半導体材料の設備、化学材料等の製品及びサービス
を提供している。被告 B は A 社に入社してから、管理職まで昇進し、購買、人
事乃至会社の財務諸表の閲覧及び会社の運営等の権限を有した。
A 社は下記のように主張した。
A 社の顧客リスト及び顧客の全ての機械及びモジュールリスト（クライアン
ト社内の連絡情報、部門の責任者、顧客の全ての機械モジュールのまとめ情報
が含まれている）は、商業上において最も重要な決め手である。今までの取引
履歴は運営計画の参考になり、機械の部品情報（純正品以外の代替品目がある
かどうか、その供給者とは、純正品及び代替品目供給者の単価等）を参考にし
て価格を設定するものであり、実際的に又は潜在的な経済価值がある情報であ
る。
しかも、顧客及び機械モジュール等の情報の蓄積は、A 社の草創期からまめ
に顧客回りし、現場のメンテナンス等の機会により、逐一蓄積してきたもので
あり、公開情報より容易に獲得できるものではない。
さらに A 社はメンテナンス経験に基づき、市場において代替品目等の部品情
143
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報を探ることは、一般人は正に知る由も無く、ましてや社内に保存している取
引履歴や、ビジネス計画又は価格戦略等は、社内情報であり、公開情報より獲
得できるものではない。したがって、これらの情報は正に、一般的にその類の
情報に係る者が知らないものに当たり、営業秘密に該当する。
また、被告 B は A 社を辞めてからすぐに自分の会社を創立し、A 社時代に職
務上に知悉した営業秘密を以て、A 社の顧客に A 社の見積もり値段の 8 割ので
営業した。そして、退職以前に担当していたメンテナンスの件で、異なるメン
テナンスプランを再度見積もりしたことで取引を奪い取る不正競争等の行為
をし、A 社との契約義務に違反した。
一方、被告 B は下記のように抗弁した。A 社が提供したのは、機械ごとの交
換サービスであり、被告の顧客のニーズに応じて重要な部品に対するメンテナ
ンスサービスの内容及び値段は異なり、そもそも A 社は点検サービスを提供し
ていないため、被告は不正競争をしていない。A 社顧客は、被告の提案したメ
ンテナンスプランを選んだのはその予算やニーズの考慮によるものであり、被
告が低い料金で奪い取ったわけではないと抗弁した。
裁判所は、A 社は確かに関連情報を第三者に開示されないように合理的な秘
密保持措置を採っているが、A 社の主張した情報に秘密性が備わっているとは
認めがたいと判示した。
詳しく言えば、A 社の顧客リスト及び顧客の全ての機械及びモジュールリス
ト、見積りリストにつき、「名称、住所、連絡先しか記入していない顧客リス
トは、市場又は専門分野において一定なやり方で検索すれば手に入れられる。
顧客の好み、個別のニーズ、バックグラウンド、社内の連絡ネットワーク乃
至責任者のリスト等の整理、分析を経て作成された情報でなければ、秘密性
及び経済価值があるとは認めがたい。尚、市場における商品取引価格は決まっ
たものではなく、販売価格の設定は、コスト、利益等の経営戦略に関わりがあ
り、よほどに競合他社の見積りに基づき低い料金の見積りをし、契約の機会を
奪い取るような企業倫理又は競争秩序の違反等のやり方でない限り、公益を配
慮する必要もあるため、当人が A 社の取引価格情報を知っただけで、直ちにこ
の価格情報に経済価値があって営業秘密として保護すべきとは認めがたい」144
と判示した。
144

【最高裁判所 99 年度台上字第 2425 号】民事判決の趣旨である。
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裁判所はさらに原告の主張を退けた。被告が主張したように、電話で連絡す
る又は名刺の情報によれば顧客の窓口の内線番号やメールアドレスを獲得で
きるため、A 社の主張する顧客リストの内容は取得しがたい秘密性のあるもの
ではない。更に、裁判所の調査で判明したのは、下記の通りである。


A 社は訴外人である K 社の製造したウェハー欠陥検査装置の検査、点検
修理、及び部品の供給業務をしている。K 社の生産したウェハー欠陥検
査装置は、世界で市場占有率は一位ではあるが、A 社は純正品メーカー
でも代理店でもなく、台湾において A 社の他に、K 社自身及び C 社も同
じ分野に携わっている。



業界の人間であれば、ウェハーを製造する会社が K 社のウェハー欠陥検
査装置を購入するはずであり、検測や点検修理及び部品のニーズがあり、
これらのメーカーを訪問することによって、顧客の窓口の名前や連絡先、
顧客の機械配置情報、競合他社の見積もり情報、乃至業務提携の可能性
があるかどうか等を手に入れることができる。



顧客のほうも、自社にとってのメリットでもあるため、業務訪問や提携
話を断る必要はそもそも無く、原告会社も K 社の生産したウェハー欠陥
検査装置の純正品メーカーでも代理店でもないため、同じ市場において
そもそも競合他社の参入が当然であり、同じ又は類似のメンテナンスサ
ービスにより、顧客も、各企業の提供するサービス及び技術レベルに優
劣を付け、自社のニューズに応じる相手を選択するのは当然である。

上記の理由により、裁判所は、A 社の情報に秘密性がなく、営業秘密として
保護することができないと判示した。
上述の案例において、A 社は営業秘密の保護を主張することに挫折したもの
の、純正品メーカーには、上述の機械の検測、点検修理、修理部品の交換等の
サービス (例えば故障原因の判断、修理部品の選択等)等、長年において相当
な蓄積があり、合理的な秘密保持措置を採った場合は、やはり当該機械設備
に係る検測、点検修理、修理部品の交換等の情報内容について、営業秘密と
して保護することを主張することはあり得る。
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