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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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台湾専利法 121 条に、「意匠とは、物品の全部又は一部の形状、模様若しく
は色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて訴える創作をいう。物品に応
用するコンピューター画像及びグラフィックユーザーインタフェースも、本法
により意匠を受けることができる」と規定されている。
また、同法 124 条には、「次に掲げるものは、意匠登録を受けることができな
い。一、純機能的な物品造形。二、純芸術的な創作。三、集積回路のレイアウ
ト及び電子回路のレイアウト。四、公の秩序、善良の風俗を害する物品」と規
定されている。
出願する意匠専利のデザインは、上記の定義である「形状、模様若しくは色
彩又はこれらの結合」に合致しなければならず、更に、
「物品に応用でき」、又
は「視覚を通じて訴える創作」に該当して、初めて出願して専利法の保護され
る意匠として成り立つ。但し、上記の 124 条の法文に挙げた除外事項であれば
意匠登録を受けることができない80。
前記の規定から分かる通り、台湾専利法制では、意匠の保護対象について、
純機能的な物品造形、又は、純芸術的な創作を意匠権付与の対象から排除して
いるが、修理部品自体又はコンビネーション製品の修理部品を排除していない。
台湾実務において、各タイプの修理部品・消耗品を意匠権により保護するこ
とは珍しくなく、自動車産業を例としてあげると、外観デザインが模倣される
技術のハードルは比較的に低い。この為、自動車メーカーの台湾における専利
ポートフォリオは外観デザインに重きを置き81、例えば、2006 年から 2016 年
の間、大手の自動車メーカーB 社は、台湾において、272 件の修理用部品に関
する意匠登録を出願した82。近年、自動車の純正品メーカーが、知的財産裁判
所で意匠権を主張する案例も見られる83。
２、台湾専利法制に、修理（免責）条項の特別規定がない
台湾意匠法は、修理用部品、複合製品のデザインを保護するが、修理（免責）
80
81

82
83

知財局、2016 年版、「専利審査基準」、頁 3-2-1。
葉雪美、2016 年 10 月、<大手な自動メーカーは台湾における修理部品に関する専利ポート
フォリオ」、《北美智権報》第 169 期、頁 1。
同前註、頁 11。
意匠は、142 条 1 項により、特許の「物の発明の実施」(58 条 2 項)に関する規定を準用す
る。
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条項の規定84はなく、意匠の正常な使用に、特にメンテナンスや修理等を排除
していない85。
３、被告側によく見られる答弁
消耗品・修理部品の場合、例えば規格品に属する場合、当該消耗品・修理部
品は往々にして実用化するための目的や機能が備わっている。外観が特定な構
成或いは形状を有しているため、実務上において意匠権侵害を受けたと主張し
ようとする場合、意匠権の権利範囲の解釈が鍵となる。なぜなら、規格品は通
常決まった基本的な特徴を有しているため、類似性の判断上、被告が先行意匠
の内容を主張することにより、係争意匠権が有する視覚効果のある特徴を狭
める86ことがよく見られる。
なお消耗品は往々にして、市場でよく流通している商品であったり、既に普
及している商品のために存在するものであったりするので、実際に意匠出願以
前に、すでに類似物品が市場に流通している旨の抗弁もよくなされる87。
(1)侵害疑義物品は、意匠の類似範囲に属さない
登録意匠の範囲の解釈は一般的に言うと、「図面に記載されている内容を基
準とする」が、図面の示す「外観」及びその応用する「物品」を正確に理解す
るため、願書の文字も参酌し、意匠権の権利範囲を理に適った形に決める。
台湾知財局が 2016 年に作成した「専利の権利侵害についての判断要点」を
参酌すると、意匠権侵害を判断する際に、当該侵害疑義物品が登録意匠の類似
範囲に属するかどうかについて、主に、「同一又は類似する物品であるかどう
か」、侵害疑義品と当該登録意匠が「同一又は類似する外観を有しているかど
うか」により判断する。
実際の案例から考察すると、修理部品・消耗品に係る意匠権に巡る紛争で、
「物品」の同一又は類似性は、比較的に簡単に判断できるが、やはり外観の類

84

85
86
87

「修理(免責)条項」とは、repair clause 即ち、修理部品には意匠権による保護が及ばない
ようにする規定。61 頁参照。
【知的財産裁判所 105 年度民専上字第 27 号】民事判決を参照。
【知的財産裁判所 104 年度民専訴第 62 号】民事判決を参照。
【知的財産裁判所 107 年度民専訴第 57 号】民事判決を参照。
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否判断のほうが煩わしく、侵害疑義品が係争登録意匠の外観と差異があり類似
ではないという主張が被告側の有利な武器である。
具体的な類否判断に当たって、台湾実務上は、
「全体的な構成態様を観察し、
総合的に判断する」という原則を採用する。
詳しく言えば、「全体的な構成態様を観察する」とは、係争登録意匠の図面
に記載されている各面図の形状、模様、色彩等から成る全体的な内容と、侵害
疑義品の設計内容を比較し、どれひとつの特徴的な設計も見逃してはならない。
この観察を終えた後、両方の特徴的な設計を比較し、その異同について対比す
る。
「総合的に判断する」とは、一般需要者の立場から総合的に、全ての設計特
徴が全体的な視覚の印象に与える影響を判断する。その際、設計特徴ごとの異
同の斟酌はするが、全ての設計特徴に同じ重きを置くのではなく、かといって
局部の特徴の差異に拘ってはならない。
例えば、裁判所は、
【知的財産裁判所 105 年度民専上字第 27 号】意匠権侵害
民事判決において下記のように判示した。「外観の類否判断に当たっては、一
般需要者が商品を選ぶ際の立場から見て、係争登録意匠と図面の全内容と侵
害疑義品の図面に対応する設計内容を観察し、総合的に特徴的な部分及び差
異ごとに、そしてそれによる全体的な視覚印象に与える影響も考量し、一般
需要者のよく目に付く要部或いは特徴をポイントとし、以下の要点が含まれ
ている。(1)係争登録意匠が明らかに先行意匠の設計特徴と異なる部分。（2)
正常な使用をする際によく目に付く部位(3)他の設計特徴からも併せて成る
全体的な外観の統合的な視覚印象。上記の要素を全部含めて、総合的係争登録
意匠と疑義品の視覚印象と混同誤認を生じさせるかどうかを考量する。」
「全体的な構成態様を観察し、総合的に判断する」という原則で判断しても、
やはり侵害疑義品と係争登録意匠が類似するかどうかを判断することが困難
である場合は、
「三者間対比法」（three-way comparison）を判断基準88とする
ことができる。実務上において、被告はよく「三者間対比法」を以て権利を侵
害していないことを主張する。先行意匠と侵害疑義品の類似度が、係争登録意
匠と侵害疑義品のそれより高い場合、被告はよく侵害疑義品が係争登録意匠と
88

【知的財産裁判所 107 年度民専訴第 57 号】民事判決を参照。
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類似していないと抗弁する。
このため、メーカーは、修理部品を意匠出願する以前に、自社の権益を守る
ために、先行意匠を適宜に調査しておくのがお勧めである。
尚、上述の基準で判断する際に、たとえ修理用部品が、製品に組み立てる際
に外から見えない部分でも（例えば車のライトの背部）、意匠登録の範囲に及
ぶのであった場合、類否判断する際にも、それを含めて対比しなければならな
い。そこで、メーカーは意匠ポートフォリオを組む際に、如何に意匠登録の請
求範囲を決めるかをやはり工夫しなければならない。
A、類否判断の実例
裁判所は、類否判断に際し「一般需要者者の注意を引きやすい部位又は特徴」
をポイントにし、
「先行意匠と明らかに異なる設計特徴（即ち「新規性特徴」）
」、
「正常な使用をする際によく目に付く部位」、他の設計特徴を併せた全体的な
外観の統合的な視覚印象について、総合的係争登録意匠と侵害疑義品が混同誤
認を生じさせるかどうかを斟酌する。
例えば、
【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、係争登録意匠は、スーツケースのキャリーバーに係る意匠である。

当該案件において、侵害疑義品と係争登録意匠の対比は下記の通りである89。

89

以下は、【知的財産裁判所 104 年度民専訴字第 62 号】民事判決別紙による。
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項目

係争登録意匠

侵害疑義品

立体図

正面図

背面図

左側視図

右側面図
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平面図

底面図

裁判所の見解によると、係争登録意匠に係る物品はスーツケースのキャリー
バーであり、関連製品の性質によると、そのキャリーバーの正面及び側面は、
当該製品の正常な使用の際に目に付きやすい部位である。係争登録意匠と侵害
疑義品を対比すれば、両方とも以下の特徴を有している。
「a.キャリーバーの主体部は長い楕円形を呈する、
b.キャリーバーの主体部はそれぞれ両側に向かって弧線により対称の円弧
状ブロックが表されている、
c.キャリーバー上方の中間箇所に角丸矩形の突起ボタンが設けられている、
d.キャリーバーの上端が複数の線により異なる傾斜面に区切られていて、下
方は引き手ロッドに向かって縮むように傾斜していて、側面は上が広く且
つ左右に突出して、下方に向かって縮む複数の傾斜面を形成している、
e.キャリーバーの両側の前後共に引き手ロッド部まで延伸する長弧形のス
ロットが設けられている。」
上述の共通する特徴は、キャリーバーの正面及び側面にあり、視覚的に当該
キャリーバーの全体におけるかなりの面積を占めており、当該種類の製品の正
常な使用の際に目に付きやすい部位であるため、一般需要者の注意を引きやす
い部分といってもよい。
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係争登録意匠

侵害疑義品

係争登録意匠

侵害疑義品

係争登録意匠

侵害疑義品

一般需要者が商品を選ぶ際の観点から、全体的に両社の視覚外観を対比する
と、やはり一般需要者が同じタイプのスーツケースのキャリーバーであると誤
認し、混同の視覚印象を生じさせるため、侵害疑義品の全体的外観と、係争登
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録意匠は類似しており、侵害疑義品は、係争登録意匠の類似範囲に属すると裁
判所は判示した。
B、三者間対比法の実例
上記で言及した三者間対比法は、権利侵害疑義品と係争登録意匠が類似する
かどうかの判断が明確でない場合に、係争登録意匠、侵害疑義品及び先行意匠
の間の類似度を比較することにより、侵害疑義品と係争登録意匠が類似である
かどうかを判断する。
侵害疑義品と係争登録意匠の類似度が、「係争登録意匠と先行技術」のそれ
より高く、侵害疑義品と係争登録意匠の類似度が、「侵害疑義品と先行技術」
のそれより高い場合、侵害疑義品と係争登録意匠は類似であると判断する90。

侵害疑義品と係争登録意匠において共通する特徴とは、「ベンチの後脚が背
もたれから連続して円弧を描いている」、
「弧形の前脚と後脚とが同じ方向に湾
曲している」、及び「肘掛けが座面の前端に連続して閉ループ状の円弧を形成
している」、両者の相違点は単に「前脚と後脚の接続部」
（係争登録意匠は「前
脚と後脚とが直接連接している」、被疑侵害品は「三角形の透かし彫り」装飾
が設けられている）。
侵害疑義品は、係争登録意匠とは明らかに異なる、先行技術の「円弧形の前
90

知的財産局、2016 年版、「専利の権利侵害についての判断要点」、頁 80-81。
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脚と後脚とが同じ方向に湾曲している」等という特徴を有するが、これは単に
係争登録意匠の「前脚と後脚の接続部」という特徴に手を加え、僅かに変化を
加えたに過ぎず（先行意匠と類似する「三角形の透かし彫り」に変更）、両者
は混同誤認の視覚印象を生じさせたため、侵害疑義品は、係争登録意匠とは類
似しているとされる91。
(2) 意匠が無効であること
台湾知的財産案件審理法の規定によると、（民事訴訟において）当事者が、
知的財産権に取消すべき事由があると主張し、若しくは抗弁した場合、知的財
産裁判所は、その主張について自ら判断すべきであり、一旦取消すべき事由が
あると認めた場合、知的財産権者は当該民事訴訟において、相手側に対して権
利を主張してはならない。言い換えれば、知的財産裁判所の民事部は、知的財
産事件につき、権利侵害の有無及び及専利有効性の争議を同時に審理できる。
統計データによると、2017 年から、被告の専利無効の抗弁の成立の比率は年々
上昇し、2019 年の専利訴訟に関する統計データによると、52%の無効性抗弁が
成立している(即ち、専利権は無効であると判断されることとなる) 92。
実務上の案例から見れば、被疑侵害者が専利権侵害で訴えられる際、権利非
侵害及び専利に取消すべき事由がある旨で抗弁することが多い。専利権者は権
利を主張する際にこのような抗弁で挑まれると、権利を保護しようとする際に
支障が出るといえる93。
消耗品の場合、被疑侵害者は、他の製品の実物を提出し、係争意匠の出願前
に、このような類似する物が既に市場で流通していたため、係争意匠が新規性
を有しないとの主張をする。このとき、当該証拠物が証拠として成立するかど
うかが争点になる。
例えば、
【知的財産裁判所 104 年度民専訴第 62 号】
意匠権侵害事件において、

91
92

93

知的財産局、2016 年版、「専利の権利侵害についての判断要点」、頁 82。
参照：https://ipc.judicial.gov.tw/ipr_internet/doc/Statistics/10812-6.pdf。（最終
閲覧日：2020 年 2 月 24 日）。現在、台湾の知財案件の民事の一審と控訴審とも知的財産裁
判所の専属管轄となっているが、2008 年 7 月 1 日創立以前、一般の地方裁判所が一審の民
事案件を審理していた場合は、専利有効性の議題について、裁判所が自ら判断するほうは
少なく、多数の裁判官は訴訟を一旦停止し、鑑定に送るのが普通であった。
一方、専利権者は、本案訴訟において有効性の証拠を提出できる外、対抗手段として、知
財局に専利請求の範圍について訂正等をすることもできる。
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係争登録意匠に係る物品はスーツケースのキャリーバーである。被告は、当該
意匠に新規性がないと証明すべく、意匠出願以前に、被告は第三者から購入し
たスーツケースのキャリーバーを、先行意匠として提出した。裁判所は、証拠
物の真正性（この証拠物に成立の真正性が証明できるかどうか）について詳し
く調べた。
被告は、第三者が捺印した領収書で当時の取引が真実であったことを証明し
ようとしたが、知的財産裁判所は第三者の代表者を証人台に立たせて証言を確
かめ、当該領収書が起訴後に初めて発行された可能性があると判断したので、
第三者から購入したキャリーバーを先行意匠として採用できないと判示した。
(三)商標権による保護
１、修理部品・消耗品において他人の商標を使用することで、商標権侵害となる
台湾商標法により、商標権者は、その同意を得ず、侵害者が同一／類似の商
品又は役務に、登録商標と同一／類似の商標を使用したときに、侵害を差止め
る権利、さらに損害賠償の権利をも享有している。
また、商標法は著名商標の保護を強化し、同法 70 条により保護されている94。
同法 70 条 3 項に、「68 条に規定の商標権侵害のおそれがあることを明らかに
知りながら、まだ商品又は役務と結合していないラベル、タグ、パッケージ容
器又は役務に関する物品を製造、所持、陳列、販売、輸出又は輸入したとき」
を権利侵害と見なしている。この為、権利侵害品の本体に他人の商標が表示さ
れなくても、製品のラベル、タグ、パッケージに他人の著名商標が表示されて
いる場合は、裁判所に侵害差止めや損害賠償等の救済を求めることができる。
従って、無断で他人の商標の文字や図案が表示された修理部品・消耗品を販売
している場合、権利者は上記の規定により手を打つことができる。
過去の台湾実務判決によると、サードパーティーによりタイヤリング95、ブ
レーキペダル96、ラジエーターキャップ97、自動車用ガラス98、ブレーキパッド
94

95

96
97

法文は前記の「弐、一、（二）、３、（1）」（頁 9 以降）「弐、一、（二）、３、（2）」
（頁 11）を参照。
【新北地方裁判所 102 年度智易字第 8 号】刑事判決、【新北地方裁判所 102 年度附民字第
103 号】民事判決を参照。
【新北地方裁判所 99 年度智易字第 44 号】刑事判決を参照。
【新北地方裁判所 99 年度智易字第 44 号】刑事判決を参照。
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99

等の自動車用部品、又は携帯の電池、携帯ケース100、トナーカートリッジ/

インクタンク101等民生品が製造・販売され、当該修理部品・消耗品に商標権者
の商標が表示されていることに対し、裁判所は、当該製品は商標権者や使用権
者が製造・販売したものにあらず、当該商品が市場に流通している限り、需要
者に混同誤認を生じさせる恐れがあると判断し、商標権の権利侵害に該当する
と判示した。
２、権利侵害者の抗弁その一、故意又は過失があるかどうか
台湾商標法では、権利侵害者の侵害行為に対し、刑事罰も設けられている102。
但し、商標刑事責任の成立の認定において、やはり行為者（被告人）の当人が、
商品たるものが他人の商標権の侵害品と「知りながら」、尚も販売を意図して
所持、輸出などの行為をすることにかかる。換言すれば、行為者の客観的な模
倣品販売行為を為したほか、当人が主観的にその物品が権利侵害品と「知って
いる」こと（即ち故意であること）が要件であり、そうでなければ、商標の犯
罪は成立しない103。
端的に言えば、主観的な「故意」の要件を満たさない限り、たとえ当人に過
失があり、他人の商標権侵害の結果を引き起こしたとしても、あくまでも民事
損害賠償の問題であり、商標法の刑事責任により罰することはできない104。
台湾の裁判例から分かるとおり、刑事事件の被告人が販売した製品のパッケ
ージに他人の商標が表示されていても、被告人が事前に当該製品が模倣品であ
ると知りながら故意により販売したという証明が不十分である場合、最終的に
商標権侵害の故意が欠けるとして、被告人が無罪となる105。
一方、もし権利者が、民事の侵害差止又は損害賠償を請求する場合、裁判所

98

【台中地方裁判所 97 年度易字第 1530 号】刑事判決を参照。
【台湾高等裁判所 90 年度上字第 757 号】民事判決を参照。
100
【知的財産裁判所 106 年度刑智上易字第 8 号】刑事判決、【橋頭地方裁判所 107 年度智簡
字第 9 号】刑事判決、【高等裁判所 89 年度上易字第 550 号】刑事判決を参照。
101
【板橋地方裁判所 100 年度智易字第 9 号】、【板橋地方裁判所 100 年度智易字第 21 号】刑
事判決、【高等裁判所台中裁判所 95 年度上易字第 258 号】刑事判決を参照。
102
法文は前記の「弐、一、（二）、３、（1）、B」（頁 10）を参照。
103
【士林地方裁判所 104 年度智易字第 17 号】刑事判決、【臺中地方裁判所 102 年度智易字第
55 号】刑事判決を参照。
104
【知的財産裁判所 107 年度刑智上易字第 77 号】刑事判決の趣旨を参照。
105
【知的財産裁判所 107 年度刑智上易字第 61 号】刑事判決の趣旨を参照。
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は、被告の行った侵害行為に、侵害の故意又は過失があるかどうかにより、そ
の負うべき損害賠償の責任を斟酌する。
なお、第三者から模倣品を購入した権利侵害の場合、被疑侵害者はよく製品
が模倣品であることを知らなかったと抗弁する。しかし裁判実務においては、
被疑侵害者が同業者であることから権利者の商標及び商品を知っていたはず
であり、商品価格が明らかに市場価格より低めである等により、被疑侵害者は
たとえ故意がなくても過失があるとして、その答弁に理由がなく、相当な損害
賠償責任を負わせるべきであると裁判所が判断することが多い106。
３、権利侵害者の抗弁その二、フェア・ユース
商品そのもの又はパッケージに他人の商標を表示する際に、被疑侵害者に故
意又は過失がある場合、商標法関係の規定により罰されるが、個別の商標図柄
の表示態様が、商品又は役務の出所を示すのではなく、ただ単に当該製品の品
質や特性を表す場合、商標権の効力には及ばない。
これは、商標法 36 条 1 項 1 号「商標権の効力は、次に掲げる状況には及ば
ない。一、商取引慣習に合致する信義誠実の方法により、自己の氏名、名称、
又はその商品若しくは役務の名称、形状、品質、性質、特性、用途、産地又は
その他の関連商品若しくは役務自体の説明を表示するもので、商標としては使
用していないもの」107の規定に基づく。したがって、法文通りに商取引慣習に
合致する信義誠実の方法で、商品若しくは役務自体に係る情報を示すための表
示に過ぎず、他人の商標を「商標」として使用していない場合は、他人の商標
権の効力を遮断できる。これは、商標権者の商標権効力が及ばない例外事由で
あり、商標法 36 条 1 項 1 号の規定は台湾法において「フェア・ユース」と称
される。
「フェア・ユース」には、
「記述的フェア・ユース」と「指示的フェア・
ユース」の二種類の態様がある。「記述的フェア・ユース」とは、第三者が他
人の商標を以て、自分の商品若しくは役務の名称、形状、品質、性質、特性、
用途、産地…等の説明を表示することを指す108。「指示的フェア・ユース」と
106

【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 101 年度民商訴
字第 31 号】民事判決を参照。
107
法文は前記の「弐、一、（二）、２」（頁 9）を参照。
108
例えば、「玉山」というのは台湾の大手銀行の商標であるが、台湾の一番高い山を指す固
有名詞でもある。玉山産のウーロン茶に「玉山ウーロン茶」という文字をつけた場合、自
分の商品は玉山産であるという産地情報の説明を表示することに過ぎず、「玉山」という
商標を使用することには当たらない。
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は、第三者が他人（商標権者）の商標を以て、当の他人の商品又は役務を表示
することで、自分の商品若しくは役務の名称、形状、品質、性質、特性、用途、
産地等の説明を表示することを指す。これは例えば比較広告やメンテナンスサ
ービスの場合によく見られる。上記の二種類の事由とも、第三者が自分の「商
標」として使用したわけではないため、商標権の効力は及ばない。
幾つかの裁判例において、被告が他人の商標が表示される商品、商品パッケ
ージ又はラベルにおいて他人の商標が表示されるものを販売し、当該商標の文
字又は図柄の傍らに被告自社の社名やブランド名が表示されていたことで、
当該消耗品である商品の使用すべき製品を指すに過ぎず、商標としての使用に
は当たらず、「指示的フェア・ユース」ということで商標権侵害に該当しない
と判示された109。なお、当該権利者の製品のための修理部品・消耗品は専利権
登録されていないため、第三者も当然自由に同じ規格の修理部品・消耗品を製
造でき、別に違法とは言えないと裁判所は付言した110。
但し、一部の裁判例では、被疑侵害者が製品に他人の商標を表示すると同時
に、「FOR (他人の商標) USE」、「USE FOR (他人の商標)」等の文字を付けたと
はいえ、わざと他人の商標の文字を拡大したり、太字にしたり、若しくは異な
る色で表示したりすることで、他人の商標を特に目に付きやすいようにした
ものがあった。これに対しては、裁判所は、需要者に当該商標をすぐ目にと
めさせ、需要者に製品の出所を混同誤認させ、他人の製品であるとミスリー
ドする可能性があるとして、商取引慣習に合致する信義誠実の方法に悖ること
で指示的フェア・ユースに当たらず、権利侵害責任を負わなければならないと
判示した111。
４、グレーゾーン、中古の製品を回収し、修理してから販売する
修理部品・消耗品が商標権侵害の裁判例において、グレーゾーンとなってい
るのは、被疑侵害者が商標権者の中古品又は廃棄品を自ら修繕した後に販売に
出すことである。
回収された中古品又は廃棄品につけられた商標は、被疑侵害者当人ではなく、
109

【知的財産裁判所 98 年度刑智上易字第 18 号】刑事判決を参照。
【台南地方裁判所 90 年度易字第 1929 号】刑事判決を参照。
111
【台湾高等裁判所 94 年度上訴字第 1169 号】刑事判決と、【台湾高等裁判所 95 年度上易字
第 1805 号】刑事判決を参照。
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元々商標権者により表示されたものもあり、しかも被疑侵害者は販売を、「中
古品」という扱いで行ったので、消費者が、必ずしも商標権者が販売している
ものであると混同誤認するとは限らない。
この侵害の態様は若干複雑であり、単に法文を以て杓子定規で権利侵害の有
無を判断することはできないため、裁判例の蓄積により、権利侵害に当たるか
どうか、各案件の状況を分析し、対応しなければならない。
ある判決によると、被疑侵害者の修理した製品そのものが純正品である場合、
たとえ被疑侵害者が製品を分解して使える部品を選んで組み立て直したとし
ても、当該組み立て後の商品は性質上、必ずしも「再生産」に該当しない。所
謂「再生産」及び「修理」は、本来の意味ははっきりしているが、現実的には、
どこまでが再生産で、どこまでが修理に属しているかを判断する際、被疑侵害
者の修理コスト、自ら他人の商標を付けたかどうか、部品交換の全体的に占
める割合、個別の部品が製品全体における重要性等により、各案件の状況毎
に判断しければならない112。
一例を挙げると、権利者が自社の製品のための消耗品・修理部品の規格に厳
しく制限をかけることで、使用者が交換しようとする際に、ほぼ純正品でしか
取替できない場合、被疑侵害者はたとえ他のサードパーティーが製造した修理
部品を使用しても、再生産とは言えないと裁判所は判示した。何故なら、この
ような商品は部品取替の後にも、その性質は変わらず、当初の状態と一致して
いるわけである113。要するに、サードパーティーの修理部品が用いられても、
その数量が限られ、全体に占める割合が僅かであると認められた場合は、中古
品を修理して部品交換をして、使えるようにした中古品を販売するという一般
的なモードとさして変わらないため、商標権侵害に当たらないと判示した114。
さらに他の判決によると、若し権利者の製品に用いる消耗品又は修理部品が
専利権登録の保護を受けていない場合、他のメーカーは当然同じ規格の製品を

112

【台湾高等裁判所 92 年度上易字第 3353 号】刑事判決を参照。
このような状況において、商標権の消尽を適用すべきと直接に指摘した裁判例もある。な
ぜなら、被疑侵害者の使用したもの純正品である限り、権利者の商標権は、製品の初回売
り出した際にすでに消尽したため、商標権者は、商標権を主張してはならないということ
である。【板橋地方裁判所 93 年度声判字第 47 号】刑事決定の趣旨である。台湾の商標権
消尽の規定は、前記の「弐、一、（二）、２」（頁 9）を参照。
114
【台湾高等裁判所 92 年度上易字第 3353 号】刑事判決、【板橋地方裁判所 93 年度声判字第
47 号】刑事決定を参照。
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製造することができ、これについて違法ではないということである115。
しかし、被疑侵害者が、純正品の修理部品を交換するだけでなく、組み立て
の過程において更に他の部品を「加えた」場合は、商品の同一性が失われ、当
初の製品ではなくなり、商標権の消尽を適用する余地がない116のみならず、一
般的に正常な修理の範囲を越えることになりかねない117。
尚、権利者は元々品質管理を維持するために、修理部品の再生産について品
質基準を定めておき、例えばそれは純正品メーカーが事前に査定・認可したも
のでなければならず、又は再製された物のパッケージにおいて「再生産
（Remanufactured）」と表示しなければならない等の規定により、被疑侵害者
が手を加えたものが、この基準に合致しない場合、当人の権利侵害に該当す
るひとつの証明になり得るであろう118。
さらに、修理の過程で被疑侵害者が自ら権利者の商標図柄を製品又はパッケ
ージにつけた場合は、当人が同意を得ずに無断で権利者の商標を使用したと
認められやすく、需要者に当該商品の品質又は出所が権利者のそれと同じであ
ると混同誤認させるため、商標権の侵害に当たるとした判例もある119。
更に、一部の権利者の製品は、出荷の年毎にその商標を表示する箇所を変え
ており、その製造年代自体が各商品の市場価格と関わりがあるものもある。も
し被疑侵害者が無断で元の商標を消して、ほかの箇所に表示した場合、客観的
に需要者に出荷の年を混同誤認させ、その価格に対する購入する意欲にも影響
を与えてしまうであろう。この為、フェア・ユースの除外規定である商標法
36 条 2 項但し書きに規定されている「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」120に該当し、
商標権の消尽原則を適用できず、被疑侵害者はやはり権利侵害の責任を負わな
ければならない。

115

【台南地方裁判所 90 年度易字第 1929 号】刑事判決を参照。
【台湾高等裁判所 92 年度上易字第 1002 号】刑事判決を参照。
117
【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。
118
【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。
119
【台湾高等裁判所 92 年度上易字第 1002 号】刑事判決、【高雄地方裁判所 93 年度智字第 21
号】民事判決の趣旨である。
120
法文は前記の「弐、二、（二）、２」（頁 9）を参照。
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５、税関水際取締り
商標法により、権利者は事前に、権利侵害のおそれがある商品に対し、税関
水際取締りを申し立てる権利を享有し、侵害品が台湾市場で流通する前に、需
要者の混同誤認を生じさせないように権利侵害品を未然に防ぐことができる。
これは、同法 72 条 1 項「商標権者は、輸入又は輸出される物品がその商標
権を侵害しているおそれがあるとき、税関に対し予め輸入又は輸出の差止めを
請求することができる」の規定に基づく。
更に、75 条 1 項に、
「税関が職務執行時に、輸入又は輸出品が明らかに商標
権を侵害しているおそれがあると発見したときは、商標権者及び輸出入者に通
知しなければならない」と規定されている。このため、税関のスタッフも職権
により侵害疑義品の輸入又は輸出を取り押さえ、権利者に真偽認定を行っても
らい、最終的に侵害疑義品の輸入・輸出許可を出すかどうかを決めることがで
きる。このような制度が設けられることで、権利の保護も強化されるであろう
121

。

(四)著作権法による保護
企業において、修理部品・消耗品が設計される際に、それに対応する設計図
（例えば、修理部品の CAD ファイル）が設けられているかもしれない。また、
修理部品・消耗品が販売され、交換又は修理サービスが提供される際にも、そ
れに対応する関連技術書類(例えば、メンテナンスマニュアル)、カタログ(例
えば、製品の項目番号、写真、規格)が作られていることもある。そのような
著作内容は、著作権の保護対象として認められる可能性がある。
現行法によると、著作とは、文芸、科学、芸術又はその他の学術の範囲に属
するものをいう（著作権法 3 条 1 項 1 号）。そして、著作権法により保護され
る著作とは、著作人の創作した精神的な作品を指す。所謂精神的な作品とは、
著作者独自の思想又は感情による表現であり、決まった表現形式がある等の要
件のほか、オリジナリティがあってこそ初めて著作として成り立てる。所謂オ
リジナリティとは、前記した通り、「原始的」及び「創作的」という要件を満

121

例えば【桃園地方裁判所 102 年度智易字第 8 号】刑事判決につきまして、税関スタッフが
輸入商品を抜き取り検査する際に権利侵害品を発見した。
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たさなければならない122。
現在の台湾著作権法実務において「創作的」といえる創作のレベルは、専利
法でいう発明、考案、意匠に対する高度な創作レベルではなく、最低限度の創
造性しか求められておらず、創作人個人の精神的な作用による個性と独自性が
認められれば、著作として著作権法により保護できる。このため、いくら簡単
な創作でも、最低限の創作工夫が十分である。このように、最低限度の創造性
（minimal requirement of creativity）という判断基準を採用している限り、
修理部品や消耗品の製品の写真や設計図でも、著作物として保護される可能
性がある。このため、権利者は著作権の規定により、市場のおけるサードパー
ティーにより修理部品・消耗品の流通を制限する可能性はある。裁判実務にお
いて、権利者は、権利侵害者の製品設計図と回路図に対し、元の設計図である
著作を複製又は翻案したと主張したケースもある123。以下は詳しく説明する。
１、修理部品・消耗品の写真又は設計図は、写真及び図形著作に該当する可能
性がある
例えば、【知的財産裁判所 107 年度刑智上訴字第 1 号】著作権法違反の刑事
判決は、ある企業の職員が会社の同意を得ずに無断で製品の部品及び設計図を
複製し、他社の部品販売のために一連の図面を他社のウェブサイトにアップロ
ードした事件である。
検察官の起訴趣旨によると、被告人は、被害者で告訴人の A 社において営業
を担当していた。被告人は A 社のカタログに載せてある機械部品の写真及びプ
ロダクトの図面等が A 社の著作財産権を享有している写真著作及び図形著作
であることを知りながら、A 社の同意又はライセンスを得ずに、無断で複製し、
公の送信権がないにもかかわらず、A 社の同意を得ずに、自分の住所で A 社の
上記の製品写真及びプロダクトの図面を全てダウンロードして、B 社のウェブ
122

【最高裁判所 89 年度台上字第 2787 号】刑事判決、【最高裁判所 90 年度台上字第 2945 号】
刑事判決、【最高裁判所 97 年度台上字第 1587 号】刑事判決、【最高裁判所 104 年度台上
字第 1251 号】民事判決の趣旨である。詳しくは前記の「弐、一、（三）、１」（頁 12）を
参照。
123
著作権法 5 条 1 項の規定により、設計図は、「図形著作」として、著作権法の保護を受け
ることができる。実務上において、権利侵害者は、雇用関係または提携関係により、取得
権利者の製品の部品の設計図を手に入れ、その設計図をサードパーティーに渡し、サード
パーティーが製造して販売した。権利者は知ってから著作権侵害訴訟を提起し、勝訴判決
を勝ち取った。【台中地方裁判所 83 年度自字第 170 号】刑事判決、【台湾高等裁判所 92
年度上更(一)字第 184 号】刑事判決を参照。
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サイトにアップロードした。このように、A 社の著作財産権を侵害し、後にな
って A 社の代表者が B 社のウェブサイトを閲覧した際に初めて権利侵害という
ことが分かった。
被告人は、B 社のウェブサイトに載せた製品の写真等は、自らネット検索し
て得たものを載せたに過ぎず、A 社の写真や図面などはインターネットにおい
て似通ったものが多数あるためオリジナリティがなく、著作権法により保護す
べきではないと抗弁した。更に、当初彼は A 社カタログの製作を手伝って写真
を撮り、プロダクトの図面も彼の手によるものもあり、彼も一応著作者である
ため、著作権法に違反しないと主張した。
裁判所は、本件のプロダクトは主に写真124と図形125の著作物の分野に関わる
と認めた。写真が「創作的」であるかどうかは、現代の科学技術の発展により、
スマートフォンでも幾つかの撮影モードを選択できるため、以前のように撮影
者が「絞り、被写界深度、光がレンズを通る量、シャッター」等のテクニック
により調整することからは判断できない。撮影する当人が、撮影する際に脳裏
に浮かんだオリジナリティの考えで、攝影の過程において、撮影のテーマ、対
象、撮影の角度、構図等を選択・調整することで、客観的に創作者当人の思想
や感情を表すことができれば、著作権により保護すべきである。
一方、図形の著作物の場合、今日パソコンで図面を描き、文字を書くのが普
通であるため、一般的な使用者でも画像編集ソフトウェアで、ライトペン又は
マウスの操作により、描画、着色及び筆記の行為をこなせるが、これはパソコ
ンが代わりに作り出すのではなく、やはり使用者の経験又はインスピレーショ
ンによる賜物で、即ち思想又は感情的な表現といえるため、裁判所は、これは
創作の行為に当たると判示した。
著作のオリジナリティを立証しようとする場合、その創作記録の保存にも留
意しなければならない。書面証拠(例えば草稿)又は証人尋問(例えば創作人本
人の証言)により、その創作過程が証明される。

124

固定的なイメージにより思想又は感情を表現する著作であり、その表現方法は写真、リバ
ーサルフィルム及びその他の撮影等の製造方法によるものが含まれている（著作権法 5 条 1
項各号の著作内容についての例示規定、2 点 5 号によるもの）。
125
思想又は感情を表現するための図形著作、地図、図表、科学技術または工程設計図等の図
形著作が含まれている（著作権法 5 条 1 項各号の著作内容についての例示規定、2 点 6 号に
よるもの）。
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例えば前記の、【知的財産裁判所 107 年度刑智上訴字第 1 号】著作権法違反
事件において、当該案件に係る著作財産権の対象は、A 社のカタログ中におけ
る製品写真とプロダクトの図面であり、その創作過程につき、告訴人である A
社の代表者○氏が証言し、その創作過程、手順、方法、使用したソフトウェア
等を詳しく説明した。
裁判所の見解によると、上記の写真及び創作過程の書類で、撮影する際の光
や角度の選択、三維空間の立体感の表現等により、創作者は作品の特徴を際立
せ、消費者の購入意欲を掻き立てるための創作意図がはっきりしている。更に、
プロダクトの図面は製品の外観及び寸法に重きを置いたが、創作者は、オート
キャドというソフトを使用する際に出した命令、又は重きを置くポイントと詳
細が異なるため、表現方法により描き出した図面もおのずと異なる。A 社の製
品写真は静物撮影であり、プロダクトの図面は製品の外観と寸法を表現したも
のの、証人の証言による創作過程及び写真と図面の表現方法は、すでに著作権
法の最低限のオリジナリティを満たしているので、「創作的」であると認める
ことができる。
更に、証言により、当該図面等は証人○と○が共同で創作したため、「原始
的」（即ち独立して創作すること）という要件を満たしている。このため、本
件 A 社の製品写真及び図面に「オリジナリティ」があり、著作権法の保護を受
ける写真及び図形の著作物に該当すると裁判所は判示した。
端的に言えば、著作権法の保護する著作は、高度なオリジナリティを有する
物と限らず、最低限のオリジナリティさえ有する場合は、現在台湾の裁判実務
における著作権法の保護対象になれる。
実物を撮影したり、ソフトで製品の図面を描いたりする場合、ある程度当該
実物の外観又は寸法に制限され、確かにそのオリジナリティの表現は限られて
くるが、著作権法により保護できないとは言い切れない。しかも異なる人間は
同じ物に対する感受性も異なり、伝えようとするポイントも異なり、その繊細
さも異なるため、その写真又は図面はおのずと異なり、たった一つのの表現方
法しかないわけでもないので、たとえ製品の写真でも設計図でも、著作物に該
当する可能性はある。
尚、
【知的財産裁判所 97 年度民著上字第 6 号】著作権侵害事件において、下
記の機械設備の図面が無断に複製された。
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被告の Y と Z は原告 X 社の職員であり、X 社から退職する前に Q 社を創立し、
Y を代表者とし、X 社と同じく機械の製造販売をしていた。
原告 X 社の主張によると、その「ストリッピングと圧着機」の図面は、著作
権の図形著作に該当し、Y、Z は在職中に共謀して、Z はその職務により保管さ
れている X 社のサーバーの暗証番号を Y に漏洩し、Y は暗証番号を入力するこ
とにより、サーバーにある設計図等のファイルをバックアップすることで複製
行為を為した。更に、被告 Q 社は、X 社の図面をプリントアウトし、一部の図
面を直して、一連のことを知らない下請けのメーカーに渡して部品の実物を作
らせた。最後にそれを Q 社が組み立てて売り出した。これについて、X 社は「ス
トリッピングと圧着機の図面」が図形著作であると主張し、被告等の権利侵害
を糾弾した。
裁判所が審理した後に、X 社所有の上記の図面は、ストリッピングと圧着機
の部品が表示され、角度や、ネジの深さ、材料番号、寸法、公差等が表示され
ており、工程設計図として、図形の著作物に当たると判示した。
被告等は、当該機械の図面は、訴外人 J 社の機械を分解すれば描くことがで
きると答弁したが、裁判所の鑑定により、J 社の機械と X 社の図面は同じわけ
ではなく、たとえ J 社の機械を分解して絵図にしても、完全に X 社の作成した
当該図面と同じ又は類似する図面は創り出せない。
126

【知的財産裁判所 97 年度民著上字第 6 号】民事判決別紙である。
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尚、「元の設計図にある公差を参考にせずに、単に部品から測った寸法だけ
で図面を作成しても、設計図上に表記した公差データは把握できるはずがない」
と裁判所は鑑定を経てから判示した。公差データは、図面を作成する者が何度
も試行錯誤を経て得たデータで、単に「量測する」だけで得られるものではな
い。
裁判所は、X 社がストリッピングと圧着機の図面を設計する際に、Ｊ社の機
械の構造や部品を参考にしたが、当該機械はあくまでも実物であって図形の著
作物ではないので、X 社はそれを分解して、寸法を測った後に、それを参考に
してインスピレーションにより、自ら機械の部品図面を描いたわけで、J 社の
機械の図面を剽窃していないため、オリジナリティを有し、著作権の保護を享
有することができると判示した。
２、修理部品・消耗品は、美術著作に該当する可能性があるかどうか
過去の裁判例において、工業実用品（例えばワイパー）を、応用美術著作物
として、著作権法の保護を求める原告がいた。
しかし、裁判所は、美術著作は、その性質により複製、公の展示、翻案の権
利を専有するが、当該著作の図面により製造する実物には及ばず、図形により
製造すること自体は実施に関わり、当該図面に含まれた原理や機能、技術等は、
専利権の分野に係るとの見解を示した127。
他に、台湾内政部は、1992 年の「内著字第 8124412 号」行政実例で、
「美術
工芸品とは、思想又は感情を表現できる一品制作を指し、その性質は、一品制
作、要は一品製作品である。もし、鋳型による製造又は機械による大量生産が
できるものは、工業製品に属し、著作権法 3 条 1 項 1 号に定められた著作物に
当たらず、…美術著作物とは認め難い」との見解を示している。
直近の数年間で裁判所は、一品製作品でなくても著作権の保護対象になり
得るという比較的に緩めた基準を採用しているものの、やはり完全に鋳型や
機械で製造される修理部品・消耗品は、よほど美術的な表現を備えない限り、

127

【最高裁判所 84 年度台上字第 780 号】刑事判決、又は【最高裁判所 92 年台上字第 1114 号】
刑事判決を参照。
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美術著作として認められる可能性が低いように思われる。
３、メンテナンスサービスを提供するための技術マニュアルは、言語の著作物
に成り得る
修理部品・消耗品そのもの以外、修理部品・消耗品を使用又は交換、点検修
理の手続きに関わる事項を文字で表現した場合は、言語の著作物に成り得る。
このため、メーカーは、消耗品・修理部品の使用方法を文字にし、例えば標
準業務手順書(SOP)、取扱説明書又は技術マニュアル等を作成することで、著
作権の排他的な性質により第三者が当該言語の著作物の内容を複製又は翻案
することを禁止し、ある程度他人が同じやり方で純正品メーカーと競争する
ことを避けることができる。
例えば、【知的財産裁判所 98 年度民著訴字第 42 号】著作権侵害事件におい
て、原告 X 社は、国際航空運輸業用のパレット、コンテナ及び関連運輸製品の
製造を携わっており、前記の運輸業用の設備についてはコンテナメンテナンス
マニュアルも作成した。X 社は、Y 社のコンテナメンテナンスマニュアル（以
下は、「X 社マニュアル」と称す）が X 社の内容と実質的に同じであるので剽
窃に当たると訴えた。
被告の Y 社は下記のように答弁した。X 社マニュアルは、単に商品の用途、
メンテナンス又は注意事項について、一般的な業界用語で単純に述べるもので
あり、同じ種類の商品は使用又は用途に共通点があるため、別にオリジナリテ
ィ等があるとは言えない。しかも、全ての航空コンテナメンテナンスマニュア
ルは、その特殊な性質がゆえに、マニュアルの規格、形式、説明等は、一切国
際の法律及びスタンダードの規定に沿わなければならないため、独創性などが
あり得ない。ましてや、X 社マニュアルは独立の経済価値がなく、あくまでも
Y 社の製品があってからこそのもので、製品を購入しない場合は、独立として
存在する価値があるわけではない。更に、両製品は異なるため、Y 社のマニュ
アルを参照して X 社の製品を修理することはできないので、X 社マニュアルを
剽窃していないと主張した。
しかし、裁判所は、下記のように判示した。まず X 社マニュアルに、著作財
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産権者128である「X 社」、更に著作の発行日と再版の日付が表示されている。し
かも、台湾の海外駐在機関より認証された X 社及び従業員でる S 氏と F 氏のサ
インした宣誓書及び公証書により、上記の従業員は、原告 X 社に雇用される期
間中に X 社マニュアルを作成し、しかも従業員の雇用期間に完成した著作の財
産権は X 社に属すると約束されている。この為、上記の証拠により X 社は著作
財産権者であることを裏付けることができ、X 社マニュアルは「原始的」（即
ち独立して創作すること）という著作権保護対象の要件を満たしている。
次に、裁判所が X 社のマニュアルの内容を確認していたところ、表題は確か
に法律の規定に沿うものであるが、実際にその内容に、コンテナとパレット製
品について単純に述べる次元にとどまらず、そのメンテナンス方法は、当該会
社の製品の特別構造に対応し、その専門技術により詳しくそのメンテナンス方
法及び注意事項が述べられ、需要者は、この情報により上記のコンテナ及びパ
レット製品の正常な使用方法を理解できるので、上記の内容の精神的な作用は
既に相当なレベルに至ると認めてもよく、作者の個性又は独創性を表すことが
できるため、「創作的」という著作権保護対象の要素を満たしていると認める
ことができる。
更に、被告の主張によると、全ての航空コンテナ、パレットなどの製品マニ
ュアルは、アメリカ航空運送協会（Air Transport Association of America）
の頒布した「製造メーカーの技術資料規格について」（Specification for
Manufacturers' Technical Data）に沿うもので、他のメーカーのマニュアル
と大して変わらず、オリジナリティがない。
しかし、裁判所は逐一検討すると、上記の書類は単にマニュアルのフォーマ
ットに関するものに過ぎず、各記載すべき事項についての具体的な内容につい
て制限を設けていない。なお、Y 社の提出した業界のパレットマニュアルを確
認すると、表題は大して変わらないが、各テーマの内容の表現は、やはりそれ
ぞれ異なるため、Y 社の主張に理由がないと判示した。
被告 Y 社がさらに主張したのは、メンテナンスマニュアル、X 社製品を購入
していない他社の航空会社にとって、独立して存在する経済価値がないという
ことである。これについて、裁判所の見解によると、著作は、文学、科学、芸
128

著作権法 13 条に「著作物の原作品若しくはその発行された複製物に、または著作物を公表
する時に、通常の方法によってある者の実名又は周知の別名が表示される場合には、その
者が当該著作物の著作者若しくは著作権者と推定される」と規定されている。
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術又はその他学術範囲の創作を指すのであり、所謂「創作」はオリジナリティ
があり、即ち「原始的」及び「創作的」という要素が備わり、創作者の思想
又は感情を表現することに足りるものは、著作権法により保護されるが、該創
作は、創作者が創作過程においてどれほどのコストや労力、又は時間を費やし
たかどうか、その市場価値は如何ほどか、いずれも当該作品は創作的かどうか
とは関係なく、X 社マニュアルは、「原始的」及び「創作的」という要素をク
リアできた以上、著作権法による保護受けるべきである。
Y 社のマニュアルは剽窃に該当するかどうかの対比判断について、裁判所の
見解としては、著作権の侵害の有無を判断する際に、当該案件のすべての情状
を斟酌し、著作権侵害の二つの要件である、
「当該著作物に接触したかどうか」、
及び「両方の作品は実質的に近似しているかどうか」について詳らかに調査
して斟酌しなければならない。
「実質的に近似している」とは、量だけを指すのではく、質の近似も含ま
れている。
言語の著作物の剽窃を判断する際には、その複製行為の具体的な情状を考慮
した上で、その利用の「質」及び「量」を、社会における客観的な基準によ
りそれぞれ斟酌しなければならない129。
なお、接触したかどうかは、実際に接触したという直接的な証拠は必要では
なく、もし両作品が明らかに近似しており、あまりの近似さで後者の独立創
作を合理的に排除できる可能性があった場合、また両作品に同じ誤植、又は
不当な注記や必要ではない冗語も備わっている場合は、後者が確かに前者の
著作に接触して剽窃したと推定できる。
裁判所は、両社のコンテナマニュアルを対比してみたところ、両方とも同じ
誤植があり、更に X 社と Y 社は航空コンテナとパレット市場において直接的な
競争関係を有しており、両社のマニュアルは、コンテナやパレット商品の販売
に付随して買い手に渡したため、Y 社の職員は自社のマニュアルを作成した過
程において、X 社のものと接触する合理的な機会もあり、ましてや接触が一切
なければ、同じ誤植はありえない。したがって、Y 社は確かに X 社の著作を接
触したことがある認められ、X 社の著作権を侵害したと裁判所は判断した。
129

この判断基準は、近年台湾裁判例で主に使われている著作権侵害の判断基準である。
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４、製品の設計図に基づいて製品を制作することは著作権法の保護対象にな
れるか
さらに留意しければならないのは、被疑侵害者が自ら図面を製作することも
せずに、単に権利者の図面通りに実物を製造し、図面を立体化するに過ぎない
場合、製品の「実物」は「図面」とは別物なので、実物の製造は設計図の「複
製」に該当せず、あくまでも専利の「実施」行為に属する。
台湾実務の見解によれば、著作権法は「実施権」を保護しておらず130、この
ような場合は、著作物の複製又は翻案とは関わりなく、当該製品も著作権法に
より保護されていない131。
５、製品の設計図の権利帰属について
又、上記のような案件において、権利者である企業を退職した元社員、又は
提携関係のあるメーカーが、権利者と同じ製品を製造することもよくある。権
利者は往々にして製品の中にある修理部品の設計図が、自社の設計図と同じで
あるかを察知し難いので、当該修理部品の外観から自社の製品と類否判断をし
てから訴訟で救済を求めることが多い。
更に、裁判実務上、雇い主と退職した元従業員の間の、設計図の無断複製等
に関わる著作権侵害訴訟において、原告である雇い主の所持している設計図の
権利が誰に帰属するかについて、まず確認しなければならない。
例えば【知的財産裁判所 107 年度刑智上訴字第 1 号】著作権法違反事件にお
いて、起訴された事実について、被告人は、当該部品の写真と図面はが被告人
が当初原告会社に在籍している頃にその制作に協力したものであるため、自分
にも著作権があると抗弁した。
しかし、著作権法 11 条 1、2 項に「Ⅰ被雇用者がその職務において著作物を
完成する場合には、当該被雇用者を著作者とする。但し、契約により雇用主を
著作者とする定めがある場合には、その契約に従う」、
「Ⅱ前項の規定に従って

130
131

【最高裁判所 97 年度台上字第 6410 号】刑事判決を参照。
知的財産局 2017 年 8 月 4 日付メール 1060804b の趣旨である。
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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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