
特許庁委託

2020 年 3 月
公益財団法人 日本台湾交流協会

台湾における修理部品・消耗品
に関する知財保護戦略



168 
 

参、権利侵害への救済手段 

 

 上記の「弐」において、修理部品・消耗品等の裁判例、それらについての保

護対策、及びその裁判例、または裁判を巡る攻撃防御方法から得られる保護の

示唆を紹介したが、本章は、権利者が実際に権利侵害を受けた際に採れる法的

な手段及びその注意事項について説明する。 

 

一、提訴する前の準備 

 

(一)法律事務所への委任 

 

 台湾において専利法、商標法、著作権法等の法律に基づいて、権利者が権利

侵害者との話し合いの見通しが持てない場合、その侵害差止及び損害賠償の請

求は、民事訴訟で裁判所の勝訴判決・強制執行により請求を果すことができる。

ちなみに、台湾は中国のような「行政査処」制度198は設けられていない。尚、

商標法、著作権法等の規定に、故意による刑事罰も設けられているため、話し

合いに応じるように、刑事告訴を以て権利侵害者にプレッシャーを掛けること

もよくある。 

 

 台湾の民事訴訟法によると、上告審は弁護士強制主義199を採用しているが、

第一審と控訴審は特にこのような規制はない。刑事事件の場合、犯罪被害者は

告訴でも弁護士を告訴人代理人として委任しなくてもよい。しかし、知的財産

権の案件は一般訴訟より入り込んだ事情もあり、更に企業の経営面等も含めて

全般的に戦略を立てる必要があるので、現地の法律及び実務に詳しい弁護士に

依頼することが望ましい。台湾現地に日本語が堪能又は日本留学経験者の弁護

士もいるため、日本企業にとっては心強いであろう。 

 

 ついでに付言するが、権利者が知的財産権侵害訴訟で勝訴した場合、弁護士

費用を被告に請求できるかどうかも権利者の関心事である。 

 

                         
198 中国の「行政査処」制度とは、権利者は行政機関に権利侵害を告発し、行政機関は権利侵

害に当たるかどうか自ら調査して判断を下し、場合によって侵害差止、没収等の処分を下

すことである。 
199 民事訴訟法 466 条の 1 に、「控訴審の判決に対して上告しようとする場合は、弁護士の訴

訟代理人を委任しなければならない」と規定されている。もし弁護士を委任しない場合、

裁判所は期間を定めて補正を命じ、それでも補正しない場合は、上告は訴訟要件を欠く不

適法なものとして却下されることとなる。 
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 知的財産訴訟において、複雑的な技術内容にかかわる場合もあり、重大なケ

ースであれば一審でも一年以上かかる可能性があり、ましては、裁判文書と書

状の和訳作業で更に費用がかさんでしまう。弁護士費用を被告が肩代わりでき

るかにつき、日本の場合は、現時点でアメリカ流の敗訴者負担制度を導入して

いないが、不法行為の場合は例外としてある程度の請求が可能である200。台湾

の場合は、現行法の民事訴訟法により、訴訟費用201は敗訴側が負担することと

なっているが、原則的に事実審（一審及び控訴審）の弁護士費用は、訴訟費用

として見なされていないため202に請求できない203。但し、民事事件の上告審は

弁護士に依頼することを義務付けられるので、上告審の弁護士費用は例外的に

訴訟費用とされるが、訴訟目的物の価額 3％以下で最高は台湾ドル 50 万元を

超えてはならず204、裁判所が敗訴側の負担額を算出する。 

 

 しかしながら、上記の見解は決して一枚岩ではなく、社会の複雑化につれて、

一部の知的財産事件の費用も高騰し、この見解も少し違う動きを見せている。

2013 年に、【知的財産裁判所 100 年度民專上更(一)字第 10 号】実用新案権侵

害事件控訴審判決において、原告の弁護士費用の一部を損害賠償金として被告

に負担させることが認められた。さらに、2017 年の【知的財産裁判所 105 年

度民専訴字第 71 号】特許権侵害事件の判決でも、知的財産侵害訴訟の専門性

を考慮し、勝訴側の合理的範囲内の弁護士費用は、敗訴側が負担すべきである

と判示した205。昨年の 10 月、台湾最高裁判所の判決でも少し変化の動きを見

                         
200 「日本最高裁判所昭和 44(オ)280 号同 44 年 11 月 25 日第三小法廷」の判決による。参照：

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/036/055036_hanrei.pdf（最終閲覧日：

2019 年 12 月 10 日）。 
201 例えば、裁判手続の手数料、証人の旅費日当、鑑定費用などである。 
202 今までの台湾の主流的な実務見解によると、事実審の弁護士費用は必要費用でも訴訟費用

でもないという固着観念がある。 
203 知的財産権等の侵害は、現在台湾法上の権利侵害の構成によると、被告側の「不法行為」

に該当するが、事実審の弁護士費用は原則的に請求できない。なお、知的財産権侵害事件

の場合における請求権の基礎は、特別法優先の原則に基づき、民法の 184 条「不法行為」

の代わりに、各特別法（専利法、商標法…）のそれぞれの侵害差止の規定より侵害者に請

求する。知的財産権侵害も本質的に「不法行為」に該当するからこそ、「間接侵害」の明

文規定が欠如のため前記の民法 185 条「共同不法行為」で対処するわけである。 
204 「裁判所の選任弁護士及び上告審弁護士報酬の算出支給基準」4条 1項 1号である。 
205 参照： 

http://www.saint-island.com.tw/JP/Knowledge/Knowledge_Info.aspx?IT=Know_1_4&CID=

257&ID=579 「上記裁判所の見解によると、知的財産案件（なかんずく特許案件）は、一般

的な民事訴訟と異なり、その訴訟上の攻撃防御においては、科学技術と法律の専門知識が

必要とされるところが多く、もし当事者に専門的な訴訟代理人の協力がなければ、迅速で

良質な審理が期待できない。したがって、特許民事訴訟においては、弁護士が当事者を代

理することは強制されないものの、より高い専門性を持つ民事訴訟の審理が司法政策上の

目標である以上、少なくとも知財専門の弁護士による代理の必要性を肯定すべきであり、

『法律上、弁護士を訴訟代理人として委任することが強制されない』ことが『弁護士費用
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せている206。 

 

(二) 事実の確認と証拠の確保 

 

 修理部品・消耗品を侵害する被疑侵害者に対して法的な行動に移る前、侵害

の事実を確認する為、又は次のアクションに移るために一番重要な物とは、侵

害者により製造・販売された侵害疑義品という証拠物である。当の侵害疑義品

に関連する購入のレシート、侵害品を陳列するウェブページ等も、侵害の成立

を立証する重要な証拠である。以下は、証拠を入手して確認する方法を紹介す

る。 

 

１、自ら侵害疑義品を入手する 

 

 侵害疑義品が普通の民生品である場合(例えば家庭用プリンターのインクカ

ートリッジ)、通常権利者は、自ら調べることにより侵害疑義品を入手するこ

とができる(例えばインターネットや実店舗で購入する)。このような場合、将

来の訴訟の準備をするために侵害疑義品を取得した際に関する証拠を保存し

なければならない(例えばネットショップで購入した際の購入履歴)。尚、日本

企業で台湾に駐在員がいない等、侵害疑義品の取得が困難である場合は、弁護

士が代わりに確保することもできる。その他、証拠の証明力を強化しようとす

る場合は、公証人に侵害疑義品の購入を同行してもらうこともできる。 

 

２、公証人に依頼する 

 

 台湾において知的財産訴訟を起こす際に、公証人に依頼することも少なくな

い。例えば、商標権侵害品の販売ページ、侵害疑義品を購入する過程、そして

                                                                       
は必要費用ではない』ことを意味するような固着観念に拘るべきではない。…、特許案件

の審理が技術分析、並びに特許法上の権利一体の原則（All Element Rule）、均等論、請

求項に対する解釈等の法的理論の理解と運用に係るため、法律と科学技術の専門家を統合

する必要があり、当事者が弁護士を訴訟代理人として委任することを必要な訴訟行為とし、

弁護士費用を訴訟費用の一部とした。…裁判所は、被告が原告の権利を侵害していないと

して原告の請求を棄却したので、原告が被告の弁護士費用を負担すべきであると判断した。」

（最終閲覧日:2019 年 12 月 10 日）。 
206 2019 年 10 月 23 日付【最高裁判所 107 年度台上字第 1837 号】損害賠償請求事件の判決に、

最高裁は、もし当事者は自ら開廷期日に出頭することができず（当該案件は交通事故によ

る侵害で、原告はその事故により脳に損傷を受けてしまった）、代理人を委任しなければ

ならない場合、権利主張及び防御のために必要であると認められる場合、必要な限度にお

いて、当事者の支払った弁護士費用を相手側に負担させることができないでもないと判示

した。 
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公証人の前で侵害疑義品のパッケージを開封して、その内容物の内訳等につい

て公証してもらうこともある。公証人の作成した公証証書は、台湾の実務見解

によると、被告側からよほどに確かな反論の証拠が提出されない限り、その成

立は真正であると推定されるので、先ず証拠能力が備わっているものとして権

利者の立証責任を軽減できるであろう。 

 

３、証拠保全 

 

(1)証拠保全の種類 

 

 もし修理部品・消耗品が、工業製造プロセスにある製品、例えば半導体の部

品等である場合、最終消費者が容易に取得できる商品ではないため、調査会社

に依頼して侵害疑義品を取得することもある。更に、民事訴訟法 368 条に「証

拠保全」の関連規定があり、権利者は裁判所の力を借りて、権利侵害の証拠を

確保することができる。 

 

 民事訴訟法 368 条 1 項に、「証拠が滅失する、又は使用が困難となるおそれ

がある場合、又は相手方の同意を得た場合には、裁判所に保全を申立てること

ができる。事や物の現状を確保するのに法律上の利益を有し、且つ必要がある

場合は鑑定、検証又は保全を申請することができる」と規定されている。この

規定から見ると、相手方の同意により証拠保全を行う以外に、二種類がある。 

 

 証拠が滅失する、又は使用が困難になるおそれがある場合の保全(以下

は、証拠滅失タイプ)。 

 事や物の現状を確保することに法律上の利益が有り、且つ必要がある場

合の保全(以下は、事証開示タイプ)。 

 

 まず、「証拠滅失タイプ」の証拠保全は、証拠の損壊、喪失又は現況の改変

により、今後これについて調査できなくなる可能性があり、若しくは訴訟中に

証拠の滅失等により裁判に支障を来すことを防ぐため、原告が訴訟を提起する

前、或は訴訟を提起して証拠調べの段階に達する前に、裁判所により予め保全

を行う。 

 

 次に、「事証開示タイプ」の証拠保全は、権利者が訴訟を提起する前に証拠

を集め、事実又は物(例えば侵害疑義品)の現状を把握し、紛争に巡る状況を掌

握できることで、次の一歩を考え、調停又は和解による紛争解決の可能性も見
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逃せない。なお、もし権利者が起訴する前に充分に証拠を集めた場合、裁判所

の審理の集中化、効率化を図ることもできる。「事証開示タイプ」の証拠保全

の場合でも、上記の証拠滅失、又は使用が困難になる等の事情があることも申

し立てることができる。 

 

 台湾の民事訴訟法の規定において、このような二種類の証拠保全があるが、

実務上、申立人はなるべく両タイプの規定に合致するよう疎明することが多い。 

 

(2)証拠保全を申し立てる際の疎明事項 

 

 権利者が証拠保全を申し立てようとする場合は、書状を以て明確に下記の 4

点を記載しなければならない。 

 

 相手方の表示(相手方を表示しない場合はその表示できない理由)。 

 保全すべき証拠。 

 証拠で証明しようとする事実。 

 証拠調べがなされるべき理由。 

 

 申立人は、「証拠調べがなされるべき」理由があることを「疎明」しければ

ならない。疎明とは、保全の前提となる事実が、おそらく確からしいという程

度の心証を裁判官が得られることである。このほか、申立人は、当該証拠が申

立人の証明しようとする事実と関連性があることも疎明する。 

 

 実務見解から考察すると、「証拠滅失タイプ」の証拠保全では、当該証拠に

どのように使用が困難になるおそれがあるのかについても疎明しなければな

らない。 

 

 一方、「事証開示タイプ」の証拠保全で、申立人は、事や物の現状を確保す

ることに法律上の利益が有り、且つその「必要」があるということを疎明しな

ければならない（特に必要性について疎明しない限り容認されない）。 

 

 裁判所が、その「必要性」の有無を判断する際には、申立人の知的財産権の

侵害される可能性、及び両当事者の利益等で判断する。端的に言えば、その考

量の事項は下記の通りである207。 

                         
207 【知的財産裁判所 106 年度民声字第 1号】決定の趣旨である。 
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 申立人が証拠保全の容認により得られる利益の多寡。 

 相手方が、証拠保全の容認により、そのプライベート又は営業状況の不

当公開により不利益を受けることがあるかどうか。 

 証拠保全以外に、ほかの証拠調べの方法があるかどうか。 

 証拠保全申立を却下する場合に、申立人の実体利益が取り返しのつかな

い損害を受けてしまうかどうか。 

 

(3)証拠保全の実際の執行 

 

 実務上、知的財産裁判所は申立を受けた後に、期日を定めて申立理由を確認

し、更に如何に保全対象に対して執行を執り行うのかを決める(保全対象の場

所、如何に取得するか、保全方法等)。 

 

 開廷の際には、原則的に申立人だけが出頭する。知的財産裁判所が一旦証拠

保全決定を下し、相手方の住所で保全を執り行うと決めた後に、執行の日にち

を決める。当日、裁判官は、相手方に保全決定を示した上で保全手続きを開始

する。相手方は、当日になって初めて執行されることが分かるので、ある程度

の抜き打ちの効果がある。 

 

 証拠保全を行う方法に関しては、通常申立人が、保全申立をする時に参考と

して保全方法を挙げるが、実際に執り行う際にどのような方法で保全の目的を

果たすかは、裁判所が実際の状況に応じて判断する。 

 

 但し、一部の案例においては、裁判所が現場で執行することをせずに、文書

提出命令で、期間を定めて相手方に保全対象（侵害疑義品、技術書類、又は販

売資料等）を提出するように命じることもある。しかし相手方が必ずしも裁判

所命令にしたがって証拠を提出するとは限らないので、裁判所はこのような命

令において告知相手方に提出拒否の効果を付記することもある。その効果は例

えば、本案の民事訴訟中において、裁判所が上記の事情に鑑み、そのまま申立

人の主張またはその証拠が証明しようとする事実に関する主張を真実と認め

ることができる。 

 

(三) 警告状を送付する 

 

 実務上権利者は、証拠集めをする期間中、又は証拠を確保した後に、権利侵
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害者に対して訴訟等の法的なアクションを始める前に、警告状を送付すること

もある。警告状の宛先は、権利侵害者のほかに、第三者（例えば侵害疑義品を

陳列する店舗商店等、権利侵害者の取引相手）等もある。以下はその注意事項

を説明する。 

 

１、権利侵害者に対して警告状を送付する 

 

 権利者が権利侵害者宛に警告状を送付しようとする場合、弁護士に依頼する

ことも、自ら内容証明郵便で送付することもある。 

 

 警告状を送る目的として、一つ目は、侵害者が自ら侵害行為を止め、話し合

いに応じるのであれば、訴訟を提起せずに紛争解決できることが挙げられる。

二つ目は、将来裁判で権利侵害者の侵害故意を証明することにある。即ち、も

し権利者が、侵害を発見し、当の侵害者に警告状を送付しても侵害行為を止め

ない場合、裁判所に故意による侵害であると認められる可能性がある。台湾の

専利法及び商標法の規定によると、権利侵害者が故意で権利を侵害する場合、

その賠償額の上限は過失より高くなる。更に、故意で商標法又は著作権法に

違反する場合は刑事罰もあるため、刑事告訴することも考えられる。 

 

 また、専利法 98 条に、「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、侵害者が特許に係る物であることを知っていた、

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
208。理論上、専利権者が製品に専利証の番号を記載した場合は、警告状を送付

せずとも被疑侵害者の故意が成立する可能性もあるが、実務上では、念のため

に専利権者が訴訟を提起する前に警告状を送付することもある。 

 

 権利侵害者に対して警告状を送付する際のポイントには、下記が挙げられる。 

 

 係争権利（の範囲）を明確的に示すこと。 

 権利が存在している証拠（例えば専利又は商標登録資料）を提出するこ

と。 

 権利侵害者の侵害行為の情状を具体的に示すこと。 

                         
208 実用新案、意匠もこれに準ずる。 
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 違反した法律を具体的に明記すること。 

 

２、権利侵害者の「取引相手」に対して警告状を送付する 

 

 公平交易法の規制もあるため、権利侵害者の取引相手に警告状を送る際には、

非常に慎重にしなければならない(例えば、ある業者の製造した消耗品がその

専利権・商標権を侵害する場合、侵害者から侵害疑義品を仕入れた店舗に対し

て、販売を止めるように警告状を送ること)。これに対し、台湾の公平交易委

員会は、「公平交易委員会の事業者が著作権、商標権又は専利権侵害される時

に送付する警告状についての処理要綱」を制定した。要綱の 3条によると、下

記の状況に該当しない限り、権利侵害者の取引相手に警告状を送付することは、

著作権法、商標法又は専利法により正当な権利行使として認められない。 

 

 裁判所の一審判決によって、著作権、商標権又は専利権侵害と認められ

た場合。 

 著作権の審議調停委員会の調停によって著作権侵害と認められた場合。 

 専利権侵害疑義品を専門機関に鑑定依頼し、その鑑定報告によって侵害

と認められ、しかも警告状を送る以前又は同時に、既に被疑侵害者であ

るメーカー、輸入者又は代理店に、侵害を止めるように要請した場合。 

 

 また、要綱の 3条 2項の規定によると、企業が予め上記の通知（警告状を送

る前又は同時に、メーカー輸入者又は代理店に侵害を止めるように通知すると

いう先行手続き）をしなかったときに、事前に訴訟・告訴で救済を求めたり、

合理的で可能な注意義務を果たしたり、通知自体が客観的にできないと認め

られたり、具体的な証拠によって受取人が既に権利侵害の件を知っていたり

する等の状況があれば、既に通知手続きを行ったと見なされ、正当な権利行使

として認められる。 

 

 なお、要綱の 4条の規定によると、権利者が下記の権利侵害確認手続きを行

わない限り、権利侵害者の取引相手に警告状を送付することが、著作権法、商

標法又は専利法による正当な権利行使として認められない。 

 

 警告状を送る前又は同時に、既に被疑侵害者であるメーカー、輸入者又

は代理店に、侵害を止めるように要請する。 

 警告状に、その著作権、商標権又は専利権の明確な内容、範囲、及び侵

害を受けた具体的な事実（例えば、係争権利は何時、何処、如何に使用、
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販売又は輸入等）を記入し、受取人がそれによって係争権利が侵害を受

けた事実を知悉する。 

 

 また、要綱の 4条 2項の規定によると、企業が予め上記の通知（警告状を送

る前又は同時に、メーカー、輸入者又は代理店に侵害を止めるように通知する

という先行手続き）をしなかったときに、事前に訴訟・告訴で救済を求めたり、

合理的で可能な注意義務を果たしたり、通知自体が客観的にできないと認めら

れたり、具体的な証拠によって受取人が既に権利侵害の件を知っていた等の状

況があれば、既に通知手続きを行ったと見なされ、正当な権利行使として認め

られる。 

 

 3 条、4 条の先行手続きに違反する場合は、要綱の 5 条によって、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として公平交易法第

25 条に違反することになる。 

 

二、救済の手段 

 

(一)民事訴訟 

 

 台湾知的財産裁判所組織法 3 条 1 号に、「知的財産裁判所が管轄する事件は

以下の通りである。一、専利法、商標法、著作権法、光ディスク管理条例、営

業秘密法、集積回路の回路配置保護法、植物品種及び種苗法、公平交易法によ

り保護される知的財産権関係の第一審及び控訴審民事訴訟事件である」と規定

されている。 

 

 このため、消耗品を製造するサードパーティーに、専利権、商標権、著作権

等についての民事侵害訴訟を提起しようとする場合、原則的には知的財産裁判

所が審理するが、両当事者による事前の地方裁判所の管轄合意がなされた場合、

若しくは地方裁判所で原告による提訴があり、被告も反対せずに応訴した場合

に限っては地方裁判所が審理することとなっている。  

 

 専利権侵害事件における技術関係争点の審理を補佐するために、知的財産裁

判所には技術審査官が配置されている。技術審査官は、様々な技術のバックグ

ラウンドを持つベテラン特許審査官が担当し、裁判官が求める技術判断（書面

報告を提供することも含む）を手助けするほか、開廷期日で適時に当事者又は

証人に対して質問することもできる。 

―176―



177 
 

 

 知的財産裁判所の案件審理は、通常ほかの裁判所より迅速かつ効率的である。

2018 年の統計データによると、一審民事事件の起訴から判決までの平均審理

期間は 7.3 か月である209。 

 

 又、一定の要件を満たした場合（例えば訴額が台湾ドル 150 万元を超えてい

る等）、第三審である最高裁判所まで上告することもできる。但し、第三審は

あくまでも法律審であり、下級裁判所の法律の適用に違法があるかどうかだけ

を判断し、事実認定は下級審の職権なので原則的には行わない。ちなみに、二、

三審の裁判所手数料は、一審の 1.5 倍である。 

 

 尚、訴訟費用は敗訴側が負担するが、台湾において住所、事務所又は営業所

がない外国人・法人の原告が敗訴した場合に、被告が訴訟費用を請求できない

状況になることを避けるため、裁判所は被告の申立により、原告側に訴訟費用

の担保を供託するように命じることができると民事訴訟法で規定されている。

したがって、台湾に支店等を置いていない外国企業が原告として台湾で知的財

産権訴訟を提起したときには、訴訟延滞の為にわざと原告の担保を命じるよう

に裁判所に申し立てることがよく見られる。 

 

 これに対しては、同じく民事訴訟法で、原告が台湾において訴訟費用を弁償

するに足りる資産を有する場合、担保を供託する必要がないと規定されている。

この為、原告が台湾において支店等を設けていなくても、台湾において充分な

資産（知的財産権も含まれる）があると証明できる場合、裁判所は担保供託を

命じないのである。 

 

 例えば、ある日本大手企業の A社は、専利権侵害の由で台湾企業 B社を相手

に訴訟を提起し、A社は台湾に支店を設けていないことを理由に被告の B社は

担保の申立をしたが、原告は台湾において多数の専利権と商標権を所有してい

るため、申立てが却下されている。 

 

(二) 刑事訴訟 

 

 商標権、著作権、営業秘密関係の侵害行為は刑事罰があるため、権利者は、

                         
209 参照：https://www.judicial.gov.tw/juds/year107/08/02.pdf （最終閲覧日：2019 年 12 月

23日）。 
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知的財産裁判に民事訴訟を提起できるほか、侵害行為の発生地若しくは被疑者

の住居地の地方検察庁で刑事告訴をすることもできる。権利者が刑事告訴を提

起した後、検察官は、犯罪の事実について取り調べ、もし被疑者の行為が有罪

である可能性が高いと判断した場合は起訴処分を下して、被疑者を起訴する。 

 

 知的財産権関係の刑事訴訟第一審の管轄裁判所は、被疑者の住居地を管轄

する地方裁判所であるが、更に控訴した場合、二審は知的財産裁判所の管轄

となる。 

 

 実務上において、もし侵害行為の悪性が高く、若しくは警告状を送付したが

尚侵害者が話し合いに応じないといった場合、知的財産権の権利者は刑事告訴

という法的手段を取り、侵害者にプレッシャーをかける。検察官が取り調べの

後に起訴した場合、告訴人である権利者は、追加で「附帯私訴」を提起して原

告として民事の権利(例えば侵害差止、損害賠償などである)を請求することが

できる。これについては原則として、その刑事訴訟において認定された事実に

基づいて、民事の請求に理由があるかどうかの判断がなされる。ちなみに、民

事訴訟を提起する場合、普通は訴額に応じて裁判の手数料を支払わなければな

らないが、「附帯私訴」の場合は支払わずに済む。 

 

 尚、台湾の刑事訴訟法において、「自訴」という制度が設けられている。自

訴は、犯罪被害者が原告として、自ら刑事訴訟を提起することである。元々、

普通に検察官が起訴した場合、「原告」の役割は検察官がすることになってい

るが、自訴の場合は、犯罪被害者自身が「原告」となるわけである。その代わ

り、立証責任も被害者自身で果たさなればならない。刑事訴訟法の規定による

と、自訴を提起するときは、必ず弁護士に委任しなければならない。尚、自訴

の場合、原告は検察官のような公権力がなく、自ら調査を行わなければならな

いので、実際に自訴するケースもさほど多くはない。 

 

三、主張できる権利及び損害賠償の計算方法 

 

(一)侵害差止等 

 

 知的財産権の権利者は侵害者に対して侵害差止、侵害物廃棄を請求すること

ができる210。 

                         
210 詳しくは「弐、一、」（頁 5以降）を参照。 
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(二) 損害賠償の計算方法 

 

１、専利権侵害 

 

 専利法 97 条の規定に則って、専利権者が損害賠償を請求するときは、下記

のいずれかを選択してその損害額を計算することができる。 

 

 当該侵害行為により被った損害又は失った利益の額。 

 専利権者がその特許権を実施して通常得られる利益より侵害を受けた

後に同一専利権を実施して得られる利益を差引いた額。 

 侵害者が侵害行為により得た利益の額。 

 当該専利権の実施許諾により取得する合理的な権利金に相当する金額

を基にして算出した損害の額。 

 

 尚、侵害行為が故意である場合、裁判所は被侵害者の請求により、侵害の状

況に基づいて損害額以上の賠償を決定することができる。但し、既に証明され

た損害額の三倍を超えてはならない。 

 

 以下では、専利権侵害における損害賠償金の計算に関する幾つかの問題点を

説明する。 

 

(1)専利権を侵害したものは、侵害者の製品の一部又はパーツである場合の損

害賠償の計算方法 

 

 上記の専利法における損害賠償の計算に関する規定は、最も基本的な手引き

に過ぎない。裁判所が損害賠償を計算する際、数多の具体的状況を考慮しなけ

ればならない。 

 

 例えば、専利権を侵害したものが侵害者の製品の一部又はパーツである場合、

どのように損害賠償を計算すべきであるか。かいつまんで言えば、裁判所は、

侵害者の製品全体を販売して得た利益を、損害賠償を計算する基準とすること

ができるか。 

 

 これについて、知的財産裁判所【104 年度民専訴字第 62 号】意匠権侵害事

件民事判決によると、侵害疑義品が係争意匠権を侵害した部分と侵害しない部

―179―



180 
 

分からなるときに、下記の三つの条件を全て満たさない限り、侵害疑義品「全

体」を販売する総額を侵害行為で得た利益として計算することはできない。 

 

 通常、専利権を侵害した部分と侵害しない部分が共に販売されること。 

 専利権を侵害した部分と侵害しない部分がともに作用してはじめて、当

該専利が達成しようとする機能が達成できること。 

 専利権を侵害した部分が、取引相手にその製品を購入させた主な原因で

あること。 

 

例えば、被告が販売した侵害品がスーツケースであり、そのスーツケースにお

いて専利権を侵害したものがキャリーバーのみであるとする。スーツケースと

キャリーバーは通常ともに販売されるものであり、両者がともに作用してはじ

めて専利の機能が達成できると思われる。しかし、一般消費者がスーツケース

を選択するとき、キャリーバーのデザインの他、サイズ、スーツケース本体の

デザイン、箱体の材質、安全性等の数多くの要因をも考慮に入れるので、キャ

リーバーのデザインは消費者がスーツケースを購入した主要な要因ではない

と思われる。このため、損害賠償を計算する際、スーツケース全体を販売して

得た利益を、損害賠償を計算する基準とするより、キャリーバーを交換する際

の価額を被告が得た利益を計算する基準としたほうが適切である。 

 

(2)寄与率 

 

 また、損害賠償を計算する場合、「寄与率」の問題が浮上する可能性がある。 

例えば、半導体製造の消耗品又はインクカートリッジの製造者がその製品の外

観を以て意匠出願をしたとする。サードパーティーが生産した半導体製造の消

耗品又はインクカートリッジがその意匠権を侵害したとして権利者が損害賠

償を請求する場合に、サードパーティーは、消費者がそれらの製品を購入する

際に考慮するポイントが製品の性能、材質であり、外観の設計でないため、意

匠自体が侵害品の価値に与える「寄与率」が低く、損害賠償を減額し、又は免

ずるべきであると主張できるかどうか。 

 

 この寄与度の問題について、台湾専利法に明文規定がない上、日本の実務と

も異なり、台湾においてはわずかな判決しか意匠権の寄与度に言及していない。 

 

 ある電動バイクの外観のデザインに関する事件、即ち【知的財産裁判所 101

年度民専訴字第 34 号判決】意匠権侵害事件民事判決によると、原告は台湾の
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有名なバイクメーカーであり、被告が生産した電動バイクがそのバイクの意匠

権を侵害したとして民事訴訟を提起した。 

 

 訴訟過程において、被告は、裁判所が損害賠償額を定める際に寄与率を考え

なければならないと主張した。そして、インターネット上に掲載された消費者

アンケート調査結果を証拠として引用し、外観デザインは消費者が電動バイク

を購入する際の主要な考慮要素でないと証明しようとした。しかし、裁判所は、

被告がアンケートの調査機関の信憑性について説明しておらず、しかも当該ア

ンケートは「電動バイク」に対する調査ではなく、「バイク」に関する調査で

ある等の理由に、アンケートを電動バイクの外観の寄与率を判断の根拠の一つ

として採用しなかった。 

 

 なお、ある化粧品に関する【知的財産裁判所 106 年度民専訴字第 12 号】意

匠権侵害事件民事判決において、原告は日本の有名な化粧品メーカーであり、

被告が生産した化粧品に用いられる容器がその化粧品容器の意匠権を侵害し

たとして民事訴訟を提起した。前記の電動バイクの事件と異なり、この事件に

おいて、最初から原告も被告も寄与率の問題に触れていないが、訴訟の途中で

裁判官は、損害賠償を計算する際に係争意匠の寄与率を考慮しなければならな

いと自発的に表明し、判決書で「係争商品は化粧品であり…包装用容器は、係

争商品の機能と関係がないが、それにより生じた視覚的効果は、消費者の注意

を引き付け、係争製品への欲求をも生じさせるので、当裁判所の判断としては、

係争商品に対する寄与率が 30％に達すると認めてよい」と表明した。この内

容からわかるように、裁判所は、必ずしも寄与率の算定について具体的な基準

を示してくれるとは限らず、その主観的な感覚により数字を提示することもあ

る。 

 

 上記の二つの事件はいずれも消耗品又はパーツに関する事件ではないが、前

記の「弐、四、（二）、２、（２）」（頁 56 以降）で取り上げられた【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において、自動車用

のライトの製造者である被告も寄与率を抗弁の方法の一つとした。 

 

 被告によると、ライトの販売は、ひとえに原告の意匠権だけの賜物ではなく、

製造技術とマーケティング活動等も販売を促進する要因であると主張し、侵害

疑義品を販売して得た利益に対する原告の意匠権の寄与率は約33％しかなく、

意匠権侵害による売上からコストを差し引いてから、掛ける 33％こそ正確な

数値であると主張した。 
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しかし、裁判所は下記の理由で被告の主張を否定した。 

 

 被告は侵害品の販売のためにどのような製造技術又はマーケティング

活動を用いたかを立証していない。 

 被告は販売コストの額を立証していない。 

 確かに被告が主張したように、消費者がライトの修理を行う際、原告の

特定車型のライトに完全に同等（must-match）なものを使用しなければ

ならない。つまり、修理の需要が生じる場合、消費者はほかのデザイン

の製品を選択することができない。したがって、被告も、どのような製

造技術又はマーケティング活動が、原告の意匠の寄与率に削減できるか

を立証できないであろう。 

 

 上記の理由に基づき、原告の意匠権の寄与率は 100％と裁判所は判断した。 

 

 今後、再度台湾で消耗品又はパーツの意匠権に関する侵害訴訟が起こり、訴

訟過程において寄与率の問題が浮上する場合、これらの裁判例も、裁判所の判

断の根拠となるかもしれない。消耗品の正規品メーカーは、サードパーティー

が消耗品を模倣することを防止するために意匠権を手段とすれば、もとより侵

害差止を求めることができるが、損害賠償額を計算する際、侵害品の性質（例

えば容易に代替できるかどうか）、又はその他寄与率に影響を及ぼす要因（例

えばマーケティング活動における被告自身の努力）に対する被告の立証程度

に左右されると思われる。 

 

２、商標権侵害 

 

 商標法 71 条の規定に則って、商標権者が損害賠償を請求するときは、下記

のいずれかを選択してその損害額を計算することができる。 

 

 当該侵害行為により被った損害又は失った利益の額。 

 商標権の侵害者が商標権の侵害行為により得た利益の額。 

 押収した商標権侵害に係る商品の販売単価の 1,500 倍以下の額。ただし、

押収した商品が 1,500 点を超えるときは、その総額を賠償の額とする。 

 商標権者が商標権の使用許諾により取得する権利金に相当する額。 
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３、著作権侵害 

 

著作権法 88 条の規定に則って、被害者は次に掲げる規定のいずれかにより請

求することができる。 

 

 当該侵害行為により被った損害又は失った利益の額。 

 被害者がその損害を証明することができない場合、権利を行使して通常

の情状により予期できる利益から、侵害されたあと同一の権利を行使し

て得た利益を差し引き、その差額を以て被った損害とする。 

 侵害者の侵害行為により得た利益を請求する。但し、侵害者がそのコス

ト又は必要費用を証明することができない場合、侵害行為により得た全

ての収入を得た利益とする。 

 被害者が実際の損害額を証明することが困難である場合、その侵害の情

状により台湾ドル1万元以上100万元以下の賠償額を酌量して定めるよ

う裁判所に請求することができる。損害行為が故意であり且つ情状が重

大である場合、賠償額を台湾ドル 500 万元に増額することができる。 

 

４、営業秘密法違反 

 

 著作権法 13 条の規定に則って、被害者は次に掲げる規定のいずれかにより

請求することができる。 

 

 当該侵害行為により被った損害又は失った利益の額。 

 被害者がその損害を証明することができない場合、権利を行使して通常

の情状により予期できる利益から、侵害されたあと同一の権利を行使し

て得た利益を差し引き、その差額を以て蒙った損害とする。 

 侵害者の侵害行為により得た利益を請求する。但し、侵害者がそのコス

ト又は必要費用を証明することができない場合、侵害行為により得た全

ての収入を得た利益とする。 

 

 尚、侵害行為が故意に基づいてなされた場合、裁判所は被害者の請求に基づ

き、侵害の情状により損害額以上の賠償を酌量して定めることができる。但し、

既に証明された損害額の三倍を超えてはならない。 

 

５、公平交易法違反 
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 公平交易法 31 条の規定により、侵害者が侵害行為により利益を受けた場合、

被害者はその利益のみにより損害額を算定することを請求することができ、更

に故意による侵害の場合、裁判所は侵害の情状により損害額以上の賠償を酌量

して定めることができ、但し、既に証明された損害額の三倍を超えてはならな

いと規定されている。 

 

 もっとも、侵害者が侵害行為により得た利益も必ずしも把握できるものでは

ないので、おおもとの民法に基づき、侵害行為により被った損害又は失った利

益の額で算出することもできる。さらに、実際の損害額を証明することが困難

である場合、その侵害の情状により賠償額を酌量して定めるよう裁判所に請求

することもできる。 

 

(三) 会社代表者の連帯責任 

 

 会社法 23 条 2 項に、「会社代表者は会社の業務執行について、法令に違反し

て他人に損害を加えた場合、他人に対して、会社と連帯して賠償責任を負わな

ければならない」。と規定されている。台湾において、知的財産権侵害訴訟を

提起した場合、相手方である被告の会社以外は、会社の代表者も共同被告とし

て連帯して賠償責任を求めるのもよくある。 
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