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壱、背景 

 

 デジタルマーケティングやネット通信技術が普及していく中で、電波が届か

ないところがほぼなくなり、オムニチャネル時代を迎えている。現代では、昔

のような実体的な販路を頼りに需要者市場に進出する代わりに、直接需要者と

接する機会も増えてきた。そして、インターネットやクラウドストレージなど

の、即時かつ大量に保存できる機能を駆使し、随時継続的にユーザーの行動を

追跡して、サービスをグレードアップしていくことで、より一層需要者のニー

ズを把握できるようになってきた。顧客に選ばれるため、如何にしてユーザー

ニーズを汲み取り、より適切に個別のニーズに応えられるようにするか、各業

界は心を砕いている。 

 

 「顧客志向、サービス中心」という時代を勝ち抜くため1、メーカーは顧客

と更に深く長い関係性を築こうとしている。単に売り切ることのみを考えるの

ではなく、一度購入してもらうことで長い付き合いのきっかけを作り、商品の

顧客ロイヤルティーの向上や他社との区別の明確化に繋げようとしている。こ

のため、垂直統合、ワン・ストップ・サービスといった経営モードもますます

普遍的になり、特に消耗品・修理部品等のアフターサービスの最適化は、メー

カーの経営利益を向上させるのみならず、製品のロイヤルティーやブランドイ

メージを築けるほか、これにより、市場競争における差別化を図ることもでき

る。 

 

 台湾は、工業技術の向上につれ、過去の単純な OEM 生産・製造といった経営

モードから、徐々に研究開発やサービス業に力を注ぐ形に切り替えつつある2。

それと同時に、所得や消費力が増加し続けたことで、価格が比較的高く、使用

年数が長い製品（例えば、プリンター、有形固定資産、自動車、オートバイ等）

が大量に普及するようになった。修理部品交換の必要が生じたときも、以前は

メーカーから購入したり、メーカーに修理を依頼したりするのが一般的であっ

たが、現在はこのような修理部品の製造や点検整備といった技術を提供できる

業者がますます増えてきている。 

 

この為、メーカーは、自社製品のアフターサービスにも関心を深めるように

しなければならない。製品のアフター市場を掌握することが、競争の激しい市

                         
1 参照：https://mymkc.com/article/content/21722 （最終閲覧日：2019 年 12 月 23 日）。 
2 同上。 
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場で生き残るかぎであるのみならず、消費者心理やニーズを把握し、長い顧客

関係を築いていく重要な道筋でもある。関連する知的財産権のポートフォリオ

や保護が、アフター市場において競争優位に立つためのキーポイントであると

言えよう。 

 

 上述の背景に基づき、当報告書は、「弐、知的財産権保護の手段、判例、事

件」において、台湾で企業が消耗品と修理部品を保護できる法制度を先に簡潔

に紹介し、更に半導体、自動車、民生品、医療機械等の産業につき、関連する

法律や実務判例を紹介する。これにより、関連する法律の議題について初歩的

に把握ができると思われる。続いて、上記の 4つの業界が消耗品及び修理部品

のアフターサービスを保護できる法的な手段（例えば専利、商標等)やマーケ

ティング戦略等を分析・検討し、その特徴及び可能な保護手段を述べる(「弐、

五、実務上の対応策」)。また、権利が侵害された際に可能な救済措置（「参、

権利侵害への救済手段」）、そして上記の 4つの業界現状を分析し、その課題及

び相応しい知的財産権戦略（「肆、業界別の修理部品、消耗品に係る課題と対

応」）についても説明していきたい。 
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弐、知的財産保護の具体的手段、判例、事件 

 

一、台湾で関係する法律や規則 

 

 消耗品及び修理部品の保護について、本章では、台湾において関連する法規

範、その関連規定及び実務案例を紹介し、各法律による保護の特徴及び注意点

を紹介する。 

 

(一) 特許、実用新案、意匠 

 

 所謂「専利」とは、発明者・考案者・創作者が、その創作を以て出願し、専

利法の規定に合致する場合、当局はその技術内容を公開する代わりに、権利を

付与し、一定期間内において保護を与えるものである。このような権利は、専

利権という。専利の要件は、新規性、進歩性及び産業上の利用可能性である。 

 

 ちなみに、日本で、特許、実用新案、意匠のそれぞれに独自の法律があるこ

とと異なり、台湾は、特許、実用新案及び意匠(以下は、合わせて「専利」と

称する場合がある)を、まとめて「専利法」という法律で保護している。 

 

１、専利の存続期間 

 

 特許及び実用新案の存続期間は、出願の日からそれぞれ 20 年、10 年で満了

する。意匠権は 2019 年 11 月 1 日施行の改正法で 15 年と定められている。改

正前に登録を受けたものの存続期間は 12 年であったが、2019 年 11 月 1 日ま

でに満了日を過ぎていない場合、その存続期間は自動的に改正法に則って延長

される。 

 

２、「実施」という権利を専有する 

 

(1) 専利権者 

 

 特許権者は、他人がその同意を得ずに当該発明を「実施」することを排除す

る権利を専有する。（台湾専利法 58 条 1 項、実用新案はこれを準用し、同様に

考案の「実施」を排除する権利を専有する）。 

 

 意匠については、専利法 136 条に「意匠権者は、…他人がその同意を得ずに
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当該意匠又は当該意匠に類似する意匠を実施することを排除する権利を専有

する」と規定されている。 

 

 専利法における「実施」とは、特許の場合、58 条 2 項と 3項に、「Ⅱ物の発

明の実施とは、製造、販売の申出、販売、使用又は上記の目的のために当該

物品を輸入する行為をいう。Ⅲ方法発明の実施とは、次に掲げる行為をいう：

一、当該方法の使用。二、使用、販売の申出、販売又は上記の目的のために

当該方法で直接製造したものの輸入」と規定されている。 

 

 実用新案と意匠の場合における「実施」の定義は、上記の「物の発明」の実

施に準ずる。 

 

(2) 実施権者 

 

 許諾による実施権者も、専利権を実施することができる。専利法に、「Ⅰ特

許権者が、その特許権を…他人への実施の許諾…の設定をするときは、専利主

務官庁3に登録しなければ、第三者に対抗することができない。Ⅱ前項の実施

許諾とは、専用実施権又は非専用実施権であってもよい。Ⅲ専用実施権者は、

許諾を受けた範囲内において、特許権者及び第三者が当該発明を実施すること

を排除することができる」（専利法 62 条 1、2、3 項）と規定されている。一つ

注意すべきなのは、日本の専用実施権は登録してから初めて効力を生じるよう

になるが、ここでの「登録」は日本と異なり、専用実施権でも非専用実施権で

も、登録はあくまでも第三者への「対抗要件」であり、要は、当事者の間で意

思表示が合致できた時から、専利許諾の効力がすでに生じることになる。この

専利権ライセンスについて紛争になった際に、この許諾が知的財産局で登録さ

れてなければ、権利者が善意の第三者に対して権利を主張できないという趣旨

である。 

 

３、専利権効力の範囲 

 

 専利法 59 条に、「Ⅰ特許権の効力は、次に掲げるものには及ばない。一、営

利目的でない非公開の行為。二、研究又は実験を目的として発明を実施するた

めに必要な行為。三、出願前に、国内で発明の実施又は実施に必要な準備を完

了したもの。ただし、その者が出願人からその発明を知った後十二月を経過し

                         
3 台湾において、専利主務官庁とは、知的財産局（中国語：「智慧財產局」）を指す。 
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ておらず、かつ、出願人がその発明に係る特許権を留保することを表明した場

合は、この限りでない。四、単に国境を通過するだけの交通機関又はその装置。

五、特許を受ける権利を有しない者が取得していた特許権について特許権者が

無効審判を請求し、それが無効にされ、取り消された場合、当該権利を有しな

い者から実施の許諾を受けた者が、無効審判請求前に、善意で国内で実施又は

実施に必要な準備を完了したもの。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。七、特許権が 70 条第 1 項第

3 号の規定により消滅した後、特許権者が第 70 条第 2 項により特許権の効力

を回復して公告するまでに、善意に実施し、又は実施に必要な準備を完了した

もの。Ⅱ前項三号、五号及び七号の実施者は、その本来の事業の目的の範囲内

に限り、継続して実施できる。」（実用新案、意匠もこれに準ずる）。特に注意

すべきなのは、「権利消尽」に関し、上記の 6号に、「国際消尽」原則を採るこ

とが明文規定されている。 

 

 そのほか、特許に関し、専利法 60、61 条に「特許権の効力は、薬事法に定

められた薬物検査登記許可又は国外薬品販売許可を取得することを目的とし

た研究、試験及びそれに必要な行為には及ばない」、「二以上の医薬品を混合し

てなされた医薬品又は方法の発明について、その特許権の効力は、医師の処方

箋による調剤行為及び当該処方箋により調剤された医薬品には及ばない」と規

定されている。 

 

４、 専利権の救済 

 

(1)専利権の侵害 

 

 上述の通り、他人が同意を得ずに、特許権者、実用新案権者の「実施」する

権利、若しくは、意匠権者の当該意匠又は当該意匠に類似する意匠を「実施」

する権利を侵害した場合、専利権の侵害に該当する。 

 

 台湾における専利権侵害を判断する際には、「権利一体の原則」（All 

Elements Rule、オールエレメントルール）を採用している。要は、権利侵害

とされているものは、当該専利の全ての技術内容を、全て実施したことで、は

じめて専利権侵害に該当する。即ち、請求項の全ての技術特徴が権利侵害品に
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備っている場合、専利権の直接侵害4に該当する。 

 

(2) 主張できる権利 

 

 一般的に、専利権者及び専用実施権者の主張できる権利は、例えば、「侵害

を差し止める」請求権や「侵害防止」の請求権がある。「Ⅰ特許権者は、その

特許権を侵害した者に対し、その侵害の排除を請求することができる。侵害の

おそれがあるときは、その防止を請求することができる。」（専利法 96 条第 1

項）。このほか、侵害人の故意又は過失による権利侵害に対し、損害賠償を請

求することができる（専利法 96 条 2 項）。さらに特許権を侵害した物又は侵害

行為に用いた原料若しくは器具につき、廃棄又はその他必要な処置を請求する

ことができる（専利法 96 条 3 項）。また、実用新案と意匠は、これを準用する。 

 

(二) 商標 

 

 商標とは、通常、商品又は役務に付けるブランド名又は図形等であり、知的

財産局に出願して登録を受けた場合は、指定商品又は役務に独占的に使用する

権利が付与される。 

 

 台湾における商標権の存続期間は、日本法と同じく、登録公告の日から 10

年である。存続期間は更新登録を出願することができ、毎回の更新登録期間は

10 年である（商標法 33 条）。 

 

１、商標の「使用」 

 

 商標の「使用」は、商標権者及び使用権者が専有する権利である。商標法 5

条に、「商標の使用とは、取引を目的として、次に掲げる状況の一に該当し、

かつ、関連需要者に商標として認識されるに足ることである。 

一、商標を商品又はそのパッケージ容器に付すこと。 

二、前号の商品を所持、陳列、販売、輸出又は輸入すること。 

三、商標を役務の提供に係る物品に付すこと。 

四、商標を商品又は役務に係る商業文書又は広告に用いること。 

前項各号の状況は、デジタル映像・音声、電子メディア、インターネット又

                         
4 オールエレメントルールについては、「弐、五、（一）、1」（頁 102）を参照。尚、特許・

実用新案の権利侵害に関する判断基準は「弐、四、（二）、1、（2）、B」（頁 49 以降）

を参照。 
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はその他の媒介物の方式によるものも同様とする」と規定されている。 

 

２、商標権の効力の及ばない範囲 

 

 商標法 36 条に、「Ⅰ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。 

二、商品又は役務の機能を発揮するために必要であるもの。 

三、他人の商標の登録出願日より前に、善意で同一又は類似の商標を同一又

は類似の商品又は役務に使用しているもの。ただし、元々使用している商品又

は役務に限る。この場合、商標権者は、区別するのに適当な表示を付すべきこ

とを要求することができる。 

Ⅱ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。ただし、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。」と規

定されている。上記の 2項により、台湾では「国際消尽」が明文的に採用され

ていることが分かる。 

 

３、商標権侵害 

 

 台湾法における商標権侵害とは、まず前提として、侵害する者が商標法 5条

の商標として「使用」する行為に該当しなければならず、更に同 36 条に規定

されている除外条項に該当しないことが挙げられる。その態樣は、以下の通り

である。 

 

(1)商標権侵害 

 

 商標法に違反する権利侵害には、民事責任又は刑事責任が問われるという二

種類の態様がある。 

 

A、民事 

 

 商標法 68 条に、「商標権者の同意を得ず、取引の目的で、次に掲げる状況の
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一に該当するときは、商標権を侵害するものとする。 

一、同一の商品又は役務に、登録商標と同一の商標を使用したとき。 

二、類似の商品又は役務に、登録商標と同一の商標を使用し、関連需要者に混

同誤認を生じさせるおそれがあるとき。 

三、同一又は類似の商品又は役務に、登録商標と類似の商標を使用し、関連需

要者に混同誤認を生じさせるおそれがあるとき」と、商標権の民事侵害の態様

が規定されている。 

 

 尚、商標法 70 条において、商標として使用していないにもかかわらず、商

標権侵害に当たる擬制侵害が規定されている。「商標権者の同意を得ず、次に

掲げる状況の一に該当するときは、商標権を侵害するものとみなす。 

一、他人の著名な登録商標であることを明らかに知りながら、同一又は類似の

商標を使用し、当該商標の識別力又は信用又は名誉を損なうおそれがあるとき。 

… 

三、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」。 

 

B、刑事 

 

 他人の同意を得ずに他人の商標5を使用する行為により負わなければならな

い刑事責任は、商標法 95 条に規定されている。「商標権者又は団体商標権者の

同意を得ずに、取引を目的として、次に掲げる状況の一に該当するときは、三

年以下の懲役、拘留又は台湾ドル 20 万元以下の罰金を科し、又は併科する。 

一、同一の商品又は役務に、登録商標又は団体商標と同一の商標を使用したと

き。 

二、類似の商品又は役務に、登録商標又は団体商標と同一の商標を使用し、関

連需要者に混同誤認を生じさせるおそれがあるとき。 

三、同一又は類似の商品又は役務に、登録商標又は団体商標と類似の商標を使

用し、関連需要者に混同誤認を生じさせるおそれがあるとき。」 

                         
5 証明標章権に関しては、商標法 96 条を参照する。「Ⅰ証明標章権者の同意を得ずに、取引

を目的として、同一又は類似の商品又は役務に、登録証明標章と同一又は類似の標章を使

用し、関連需要者に混同誤認を生じさせるおそれがあるときは、三年以下の懲役、拘留、

又は台湾元二十万元以下の罰金を科し、又は併科する。Ⅱ前項の証明標章権を侵害するお

それがあることを明らかに知りながら、他人の登録証明標章と同一又は類似の標章をラベ

ル、パッケージ容器又はその他物品に付して、販売又は販売を意図して製造、所持、陳列

したときも同様とする。」 
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 そのほか、商標法 97 条に「他人が行った前二条に該当する商品であること

を明らかに知りながら販売し、又は販売を意図して所持、陳列、輸出若しくは

輸入したときは、1年以下の懲役、拘留、又は台湾ドル 5万元以下の罰金を科

し、又は併科する。電子媒体又はインターネットを通して行ったときも同様と

する」と規定されている6。 

 

(2) 民事の権利侵害について主張できる権利 

 

 商標権者の主張できる権利には、「侵害を差し止める」請求権や「侵害防止」

の請求権が挙げられる。「商標権者は、商標権を侵害した者に対し、侵害の停

止を請求することができる。侵害のおそれがあるときは、侵害の予防を請求す

ることができる」（商標法 69 条 1 項）。 

 

 侵害防止の請求権は、侵害がまだ現実に発生していないものの、現在既存の

危険状況により判断し、その商標権が侵害される可能性があり、事前に防止す

る必要性がある場合を指す。それは、かつて侵害されたことがあり、引き続き

侵害されるおそれがあることは必要とされない。裁判所は、現時点での既存の

危険状況から判断する7。 

 

 尚、故意又は過失によってその商標権を侵害した者に対し、損害賠償を請求

することができ（商標法 69 条 3 項）、商標権を侵害する物品及び侵害行為を組

成した原料又は器具の廃棄を請求することもできる（商標法 69 条 2 項本文）。 

 

(三) 著作権 

 

 著作権は、オリジナリティのある美術、図面等の作品を保護する権利である。

その保護範囲は、あくまでも作品の「表現」であり、アイデアには及ばない。

尚、著作物が創作された時点で著作権が獲得されるため、登録等の手続きを行

う必要はない。 

 

                         
6 権利侵害する物品又は文書に関して、商標法 98 条に「商標権、証明標章権又は団体商標権

を侵害する物品又は文書は、侵害者のものであるか否かを問わず没収する」と規定されて

いる。 
7 （台湾）【最高裁判所 87 年度台上字第 2319 号】民事判決を参照。 
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１、著作権の保護要件 

 

 台湾の裁判実務によると、著作権の保護客体に、「オリジナリティ」という

要件が求められている。「オリジナリティ」とは、「原始的」及び「創作的」の

二つの要素が含まれている。所謂「原始的」とは、著作者が、盗用、剽窃した

のではなく、始めから独立して完成した創作をいう。所謂「創作的」とは、

過去に類を見ないというほどに達する必要は無く、社会通念上、すでに存在

している作品と区別できる何かがあり（distinguishable variation）、その

著作者当人の個性又は独特性を示すものがあれば十分である。近年では最低限

度の創造性（minimal requirement of creativity）という判断基準が採用さ

れているため、最低限度の創造性又は個性的表現があり、以前すでに存在して

いる作品と区別ができる何かがあって、個性と独自性が認められれば、著作物

として著作権法により保護できる。そのため、図面、写真等が、基本的な最低

限度の創造性のハードルを越えられる場合は、著作権法により保護できる。 

 

 一般的には、「原始的」を証明するために、著作者に独自に創作できる能力

が備わることと、該著作の完成時又は創作過程に関する書類等を挙げなければ

ならない。また「創作的」の証明のため、著作者は、創作過程に関連する書類

を保存すべきである。そして、その創作理念を説明し、客観的に以前の著作物

と区別できるものがあり、著作者の個性又は独特性を表現するに足るものでな

ければならない。 

 

２、著作権者の権利及び権利存続期間 

 

 著作財産権の内訳につき、著作権者は、その著作物を「複製」する権利を有

し（著作権法 22 条）、その著作物を二次的著作物に「翻案」し、又はその著作

物を編集する権利を有する（著作権法 28 条）。更に、譲渡により、その著作物

を頒布する権利（著作権法 28-1 条）、貸与（著作権法 29 条）等の権利を有す

る8。そのほか、著作権法 87 条 4 号に、著作権者の「輸入権」9が規定されてい

る。 

 

著作財産権の存続期間につき、著作者が自然人である場合は、存命期間及び

当人の死後 50 年の間存続する。もし著作者が法人である場合は、その著作物

                         
8 そのほかに、公の口述権（23 条）、公の放送権（24 条）、公の上映権（25条）、公の上演

権（26 条）、公の送信権（26 条の 1）、公の展示権（27 条）などがある。 
9 台湾の実務において、「真正品の並行輸入の禁止」と称されている。 
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の公表時から 50 年の間存続する（一方、日本法は 70 年と規定されている）。 

 

３、著作権法における侵害に対する権利保護 

 

 著作権の権利を主張する際に、著作権者そのもの以外、完全独占的な利用権

者が権利行使することもよく見られる10。著作権法 37 条 4 項に、「独占的許諾

を受けた者は、その許諾を受けた範囲内について、著作財産権者たる地位に基

づき、権利を行使することができ、また、自己の名義において訴訟を提起する

こともできる。著作財産権者は、その独占的許諾の範囲内に限って、権利を行

使することができない」と規定されている。 

 

 一般的に言うと、著作権侵害は、民事責任又は刑事責任が問われるという二

種類の態様がある。 

 

(1)民事 

 

 他人が故意又は過失により著作財産権を不法侵害した場合、著作権者は、「侵

害を差し止める」請求権のほかに、「侵害防止」の請求権(著作権法 84 条 1 項)、

「損害賠償」の請求権（著作権法 88 条 1 項）、「破棄」請求権等の規定（著作

権法 88 条の 1）、乃至判決文を新聞に掲載する請求権を有する（著作権法 89

条 1 項）。 

 

(2) 刑事 

 

 「無断で複製の方法を用いる者」、「販売又は貸与の意図をもって無断で複製

の方法を用いる者」、「譲渡により無断で著作物の原作品又はその複製物を頒布

する方法を用いる者」、又は「無断で公の口述、公の放送、公の上映、公の上

演、公の送信、公の展示、翻案、編集、又は貸与の方法を用いる者」「著作財

産権を侵害した複製物であると知りながら、その複製物を頒布し、又は頒布の

意図をもって公に陳列し又は所持する者」（著作権法 91 条、91 条の 1、92 条）

                         
10 著作権がすでに独占的許諾ライセンス契約を結んでいる場合に、著作権者本人も自己の名

義で権利侵害者に対し訴訟を提起できるかどうかについては、現時点で台湾の判例におい

てめったに見られない。しかし、学説では、許可するかどうかについて、「民事訴訟を提

起する前に、その損害がないと決め付け、民事訴訟法上における訴訟提起の権利を奪うの

ではなく、やはり裁判所は案件ごとにその損害の有無により決めるべきである」とされて

いる。参照：http://www.copyrightnote.org/ArticleContent.aspx?ID=54&aid=2187 （最

終閲覧日：2019 年 12 月 23 日）。 
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に対し、他人の著作財産権を侵害するとして、著作権者は刑事告訴をし、その

刑事責任を追及できる。 

 

(四) 公平交易法 

 

１、公平交易法の適用要件 

 

 公平交易法を適用する前提として、まずは下記の規定に注意しなければなら

ない。「著作権法、商標法、専利法その他の知的財産権法の規定により権利を

行使する正当な行為は、この法律の規定を適用しない」。文字通り、知的財産

権法の規定により権利を行使する正当な行為であった場合は、公平交易法を適

用しないことを予め注意しておく。 

 

 公平交易法は、主に「公平的な競争」を守ることが核心であり、その立法過

程では、日本の「独占禁止法」と「不正競争防止法」にある不正競争の態様も

参考にして制定されている。サードパーティーがその修理部品・消耗品を販売

する過程において、不公平な競争行為があれば、公平交易法の包括条項を適用

する可能性がある。「この法律において別途規定がある場合を除き、事業者は

また他の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を

してはならない」（公平交易法 25 条）。しかしながら、前述の通り、当該法律

の趣旨はあくまでも「公平的な競争」を守るためにあり、もしサードパーティ

ーの行為が、「取引秩序に影響を及ぼすに足りる」という要件に合致しない場

合は、公平交易法が適用されない。 

 

 「公平交易委員会の公平交易法第 25 条に対する処理要綱」によると、「取引

秩序に影響を及ぼすに足りる」ことに該当するかどうかにつき、被害者の人数、

又は損害の程度、特定な相手又は団体に対する行為であるかどうか、ほかに潜

在的被害者に影響を及ぼすかどうか、当該行為の採る手段、頻度又は規模、行

為者と相手の情報量は対等かどうか、市場力の違い、当該業界の商習慣及び業

界特性等により判断する。 

 

 もし、第三者の行為に「欺罔」があり、需要者に対し欺瞞、ミスリード又は

重要な取引情報を隠蔽し、取引相手を錯誤させるようなやり方で取引、若しく

は信頼できる純正品のメーカー名義を偽称し、消費者に錯誤させ模倣品を購入

させてしまい、若しくは他人の努力成果を搾取し、フリーライドする行為があ

った場合は、公平交易法 25 条が適用される可能性がある。 
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２、公平交易法における侵害に対する権利保護 

 

公平交易法の主務官庁である公平交易委員会は、この法律に違反し、且つ公

共利益に危害を及ぼす行為に対し、調査・取り締まりをする権限を有している

（公平交易法 26 条）。公平交易法 25 条に違反する行為につき、誰でも通報す

ることができる。公平交易委員会は調査手続きを行い（公平交易法 27 条）、処

分を決める。 

 

なお、公平交易法 25 条の侵害につき、民事訴訟を提起して損害賠償を請求

することができる。 

 

(1) 行政の取り締まり 

 

公平交易委員会は、上記の 25 条に違反した者に対し、期限内にその行為を

停止、改善し、又は必要な是正措置を取るよう命じることができ、並びに台湾

ドル 5 万元以上、2500 万元以下の過料に処することができる。是正される前

に、引き続き是正を命じ、措置を取るまで再度過料に処すことができる（公平

交易法 42 条）。 

 

(2) 民事 

 

 事業者がこの法律の規定に違反したことにより他人の権益を侵害した場合、

被害者は「侵害を差し止める」請求権のほかに「侵害防止」の請求権(公平交

易法 29 条)、「損害賠償」の請求権（公平交易法 30 条）、及び乃至判決文を新

聞に掲載する請求権を有する（公平交易法 33 条）。 

 

(五) 実用品外観について保護できる可能性 

 

１、応用美術として著作権法の保護を主張する。但し、ハードルはかなり高い 

 

 台湾著作権法の内容からすると、実用的な消耗品及び修理部品の「外観」そ

のものは、同法 5条に挙げられた著作の例示範囲に含まれていない。以前の実

務見解としては、ただ実用性だけを備える物の外観、或いは鋳型で製作又は機

械で大量生産できる「工業的製品」は、著作権保護対象としてではなく(但し、

実物に書かれている図案、文様にオリジナリティがあれば、保護される可能性
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はある)、意匠権の保護対象としてきた。 

 

 しかしながら近年、知的財産裁判所は、実用性のある物（例えば天灯11の形

のコップ12）について、応用美術の著作物と認めた案例がある。「応用美術」と

は、純粋美術を実用品に応用することを指し、或いは純粋美術の技法や感覚で

作られた実用品である。近年台湾の実務において、オリジナリティを判断する

には、前記にも挙げた通り「最低限度の創造性」というルールを採用してはい

るが、消耗品・修理部品の外観自体は、最低限度の創作性及び個性を備えてお

り、応用美術の著作物として成り立つという案例はまだ無く、明確な判断基準

及び立証方法などは、実務の蓄積が待たれる。 

 

２、製品の外観に公平交易法の保護を主張する。但し、ハードルはかなり高い 

 

(1)著名的な商品の外観は、「表徴」として主張 

 

 周知性のある商品の容器、外観等を、公平交易法において「表徴」13といい、

同法により保護されている（すでに商標登録を受けたものは、商標法で権利主

張できる代わりに、公平交易法の規定を適用しない）。 

 

 事業者は、その営業により提供される商品又は役務につき、著名な他人の商

品容器、パッケージ、外観その他の他人の商品を表す表徴を以て、同一又は類

似の商品に同一又は類似の利用を行い、他人の商品と混同させ、又はその表徴

を利用した商品を販売、運送、輸出又は輸入してはならない（公平交易法 22

条 1 項 1 号）。 

 

 但し、通常の利用方法を以て商品又は役務の慣習上の通用する名称を利用し、

又は取引上の同類の商品又は役務の他の表徴を利用し、又はその名称又は表徴

を利用した商品又は役務を販売、運送、輸出又は輸入する場合、又は表徴が著

名になる前、善意に基づいて同一若しくは類似の利用をし、又はその表徴の利

用がその善意の利用者からその営業と併せて継承して利用し、又はその表徴を

利用した商品又は役務を販売、運送、輸出又は輸入する場合は、1項の規定を

                         
11 天灯（中国語でティエンダンと読む）とは、紙製のランタンであり、それを飛ばすことで、

無病息災、心願成就を祈る。台北市郊外のローカル線である平渓線にある平渓・十分の名

物である。 
12 【知的財産裁判所 104 年度民著訴字第 65 号】民事判決を参照。 
13 日本の不正競争防止法にある「周知表示」（不競法 2条 1項 1号）に近い概念である。 
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適用しない（公平交易法 22 条 3 項）。 

 

 しかしながら、修理部品・消耗品外観が既に「表徴」という周知性に達して

いることを立証しようとする場合、当該外観に独特な識別力があり、需要者が

その外観により出所を認識する、出所表示機能のようなものが備わっていると

立証することはやはり困難であり、案件ごとに、主張の成立可能性を検討しな

ければならない。 

 

(2) 非著名的な製品の外観は、デッドコピーを主張する 

 

 台湾公平交易法には、「デッドコピー」に関する明文規制がなく、台湾実務

上で、「事業者はまた他の取引秩序に影響を及ぼすに足りる欺罔又は著しく公

正を欠く行為をしてはならない」という、公平交易法 25 条の包括条項で主張

するのが一般的である。 

 

 包括条項の条文の内容自体は抽象的であるため、主務機関である公平交易委

員会は、以前の処理要綱で、「デッドコピー」を具体的に判断する要素に関し、

「類否の度合い」、「行為者がそれにより競争優位性を獲得したのか」、「商品の

独特性」及「商品の市場占有率」等の参考基準を挙げている。後に、公平交易

委員会は改正された処理要綱から上記の参考基準を外し、今後「デッドコピー」

という議題については、専ら民事裁判所の判断に委ねると示した14。こうして、

非著名的な商品外観の「デッドコピー」については、2019 年にようやく台湾

最高裁判所が、「107 年度15台上字第 1967 号民事判決」で、明確な判断基準を

示した。 

 

 最高裁判所は、（商品の形態の模倣により）公平交易法に違反するか否かに

対し、その行為が、条文自体の構成要件である「取引秩序に影響を及ぼすに足

                         
14 以前は、デッドコピーの対抗手段として、民事訴訟を提起するほか、告発書を以て公平交

易委員会に告発することができ、それに対し委員会は、制裁の行政処分を下したこともあ

った。しかし、2017 年の処理要綱の改正には、デッドコピーの問題はあくまでも民事紛争

であるため、公平交易委員会で対処せず、専ら民事裁判所で対処すべきであるという公平

交易委員会の姿勢が暗示されているように見える。但し、要綱はあくまでも規則であり、

法律ではないので、公平交易委員会の一存で将来的にまた改正されることはもちろんある

ため、再びデッドコピーが、公平交易委員会で対処できるようになるかどうかを見守って

いかなければならない。 
15 「XX 年度」とは、台湾の年号表記である。台湾では、正式な公的文書や私的文書でも使わ

れる。この年号表記の元年は 1912 年で、日本の大正元年に合致する。したがって、裁判所

の案件番号にある「年度」（案件の受理年度を指す）、例えば 107 年度とは 2018 年であり、

92 年度とは 2003 年である。 

―17―



18 
 

りる欺罔又は著しく公正を欠く行為」に該当するかどうかより判断すべきであ

ると判示した。いわゆる取引秩序とは、需要者等との垂直的取引関係及び業界

自身の水平的関係も指す。「取引秩序に影響を及ぼすに足りる」と判断する際

には、以下の要件を斟酌しなければならない。 

 

 当業界の「業界特性」。 

 当業界の「商習慣」。 

 取引相手の取引する決定要因。 

 取引相手に、商品の出所について混同誤認を生じさせるか否か。 

 当該行為が、如何に市場の取引秩序に影響を及ぼすか。 

 当該行為の採る手段、頻度又は規模。 

 被害者の人数又は損害の程度。 

 当該行為者が、取引相手に対して何かの欺罔行為又は著しく公正を欠く

行為をし、その行為が、取引相手の取引決定に影響を及ぼすか。 

 

 最高裁判所は、特に「業界特性」及び「商習慣」に重きを置き、修理部品・

消耗品の形態が類似している場合は、まず当該業界の競争関係、業界特性によ

り、当該商品の形態自体が、取引相手／需要者の取引決定に影響を及ぼし、又

は混同誤認を引き起こしているかどうかを判断すると判示した。但し、各案件

においてデッドコピーを主張できるかどうかについては、各案件の具体的な内

容により別途検討しなければならない。 

 

(六) 営業秘密 

 

 消耗品、修理部品のデザインの内容等は、「営業秘密法」の保護を受ける可

能性がある。 

 

 台湾営業秘密法の規定によると、所謂営業秘密とは「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であ

り、つぎの要件に該当するものを指す。 

一 一般的にその類の情報に係る者が知らないもの。 

二 その秘密性により実際の、又は潜在的な経済的価値を備えるもの。 

三 所有者が既に合理的な秘密保持措置を取ったもの」（営業秘密法 2 条）で

ある。 
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１、侵害された時に主張できる民事上の権利 

 

 下記の情状のいずれかである場合、営業秘密の侵害に該当する。 

「Ⅰ一、不正な方法により営業秘密を取得した場合。 

二、前号の営業秘密であることを知りながら、又は重大な過失で知らずに、取

得、使用又は漏洩した場合。 

三、営業秘密を取得した後、それが第一号の営業秘密であることを知りながら、

又は重大な過失で知らずに、使用又は漏洩した場合。 

四、法律行為により営業秘密を取得したにもかかわらず、不正な方法で使用又

は漏洩した場合。 

五、法令により営業秘密を守る義務があるにもかかわらず、使用又は理由なし

に漏洩した場合。 

Ⅱ前項の不正な方法は、窃盗、詐欺、脅迫、賄賂、無断複製、守秘義務の違反、

他人を勧誘して守秘義務に違反させること、又はその他これらに類似する方法

を指す」（営業秘密法 10 条）。故意又は過失により不法に他人の営業秘密を侵

害した者は、損害賠償責任を負うべきである。なお、数人が共同で不法に侵害

した場合は、連帯して賠償責任を負わなければならない（営業秘密法 12 条 1

項）。 

 

 営業秘密の所有権者が主張できる請求権には、「侵害差止」の請求権、「侵害

防止」の請求権（営業秘密法 11 条 1 項）、侵害行為により作成された物又は侵

害行為のみに供された物につき、廃棄その他の必要な処置を請求することがで

きる（営業秘密法 11 条 2 項）、及び損害賠償を請求する権利がある。 

 

２、営業秘密を侵害することの刑事責任 

 

 営業秘密の刑事侵害の態様については、13 条の 1に、「Ⅰ自己若しくは第三

者の不法利益を図り又は営業秘密の所有者の利益を損害することを意図し、次

に掲げる情状のいずれかがある場合、5年以下の有期懲役又は拘留に処し、台

湾ドル100万元以上1,000万元以下の罰金を併科することができる。一、窃取、

横領、詐術、脅迫、無断複製その他の不正な方法により、営業秘密を取得し、

又は取得した後使用、漏洩した場合。二、営業秘密を知り又は所持しながら、

許諾を経ず又は許諾の範囲を超えてその営業秘密を複製、使用又は漏洩した場

合。三、営業秘密を所持しながら、営業秘密所有者がそれを削除、廃棄するよ

う告知した後、その営業秘密を削除、廃棄せず又は隠蔽した場合。四、他人が

知り又は所持する営業秘密に前 3号に掲げる情状があることを知りながら、そ
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れを取得、使用又は漏洩した場合。Ⅱ前項の未遂犯は処罰する。」と規定され

ている。 

 

 海外で使用することを意図して前記の罪を犯した場合、その法定刑又は罰金

の上限も更に引き上げられている。尚、法人の代表者、法人若しくは自然人の

代理人、被雇用者又はその他の従業員が、業務の執行により、前記の罪を犯し

た場合、それらの条文の規定によりその行為者を処罰するほか、その法人又は

自然人にもその条文における罰金を科する（営業秘密法 13 条の 4）。 

 

二、契約による保護 

 

 一般的に、メーカーがアフター市場で純正品の製品と消耗品を購入するよう

に取引相手を拘束して、自社の競争優位を保ちたいと考えることは当然であり、

契約条項でアフターサービスを制限することもよく見られる。但し、「信義誠

実の原則」16、消費者保護法17及び公平交易法18の規制も留意しなければならな

い。関連する契約条項と法律の規制は、後の「弐、五、（六）」（頁 146 以降）

で詳しく述べる。 

  

                         
16 台湾民法 148 条の規定によると、「権利の行使は、公衆利益に違反してはならず、或いは

他人に損害を与えることを主な目的としてはならない。権利の行使と義務の履行は、信義

誠実な方法でなければならない。」 
17 例えば普通取引約款につき、消費者保護法の規定によると、その内容は、平等互恵の原則

に則り、信義誠実の原則に違反し、または消費者に対して明らかに公平を欠くものは無効

である（消費者保護法 11、12 条）。 
18 例えば市場支配的地位の濫用行為（公平交易法 9 条）、競争の自由の制限（公平交易法 20

条）、明らかに公平を欠く行為（公平交易法 25 条）等がある。このほか、公平会は別途「取

締要綱」を制定し、その中にも契約自由原則の制限が設けられている、例えば「公平交易

委員会の技術ライセンス契約の処理要綱」等。 
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三、日本法と台湾法との相違 

 

(一)「国際消尽」 

 

 専利法で言う「消尽」とは、特許権者が一旦特許権に係る商品を販売した後、

その特許権が消尽され、特許権者が再度その特許権を行使することができなく

なることである。これは、権利消尽原則(the exhaustion doctrine)、又はフ

ァースト・セール・ドクトリン(the first sale doctrine)と称される19。消尽

には、「国内消尽」と「国際消尽」という二種類がある。「国内消尽原則」を採

用した場合、特許権に係る商品が国外で販売されたとしても、特許権者の同意

を得ずにして当該商品を輸入してはならず、輸入した場合は特許権侵害に該当

する。「国際消尽」を採用した場合、特許権に係る商品が海外で販売されたと

しても、特許権者は、当該商品を国内に輸入されることを禁止してはならない
20。 

 

 日本最高裁判所の判決である「平成 7(オ)1988 号同 9年 7月 1日」、所謂 BBS

事件において、特許法につき、「国内消尽」を明文的に採用することが示され

ている。一方、製品を海外に輸出した場合は、黙示の授権理論を採用すると判

示されている。「特許権者は、譲受人に対しては当該製品について販売先ない

し使用地域から我が国を除外する旨を譲受人との間で合意した場合を除き、そ

の後の転得者に対しては譲受人との間で右の旨を合意した上、当該製品にこれ

を明確に表示した場合を除いて、当該製品について我が国において特許権に基

づき差止請求権、損害賠償請求権等を行使することはできない」21。 

 

 一方、台湾専利法 59 条 1 項 6 号では、特許権の効力は、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

売した者に及ばず、製造、販売行為は、「国内に限らない」としているため、

「国際消尽」が明文規定されている。そのため、特許権に係る商品の並行輸入

を禁止することはできない。 

 

                         
19 参照：https://stli.iii.org.tw/article-detail.aspx?no=67&tp=5&d=7585 （最終閲覧日：

2020 年 2 月 10 日）。 
20 同上。 
21 参照：http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54792 （最終閲覧日：2019

年 12 月 23 日）。 
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(二) 専利権侵害訴訟を提起する主体 

 

 専利権侵害訴訟の当事者適格について、台湾法で「専用実施権者」は、実施

権の範囲内において侵害者を被告として訴訟を提起できることになっている

（専利法 96 条 4 項）。「専用実施権を許諾した専利権者」自身が実施許諾後に

訴訟を提起できるかどうかにつき、専利法の立法理由と実務見解の多くは、肯

定説を採用している。なぜなら、専利権者は専用実施権の実施許諾をした後に

も、その専利権を侵害から保護する法律上の利益があるため、許諾した後に損

害賠償請求権乃至侵害差止、侵害防止請求権を喪失してしまうことはないから

である。 

 

 知的財産局に登録手続きを行っていない「専用実施権者」が、侵害差止請求

権を主張できるかどうかについては、専利法 62 条に、「Ⅰ特許権者が、その特

許権を…他人への実施の許諾…するときは、専利主務官庁に登録しなければ、

第三者に対抗することができない。Ⅱ前項の実施許諾とは、専用実施権又は非

専用実施権」と規定されている。即ち、台湾法では、「登録」が「対抗要件」

として明文規定されているのであり、日本法のように「効力発生要件」である

と規定されているわけではない。 

 

 上記の法文にある、いわゆる「登録しなければ第三者に対抗することができ

ない」とは、当事者間に専利権の許諾の権益事項に紛争がある場合に適用され、

その目的はあくまでも取引行為をする善意な第三者を守るためにあり、権利侵

害者はこの法文の第三者に該当しないと裁判実務22が判示している。従って、

原則的には、専利権の譲渡又は許諾の登録を受けていない専用実施権者でも、

侵害差止請求権を主張でき、裁判で権利侵害者は、登録していないことを以て

専利権譲渡相手又は専用実施権者に対抗できない。 

 

(三) 専利の間接侵害 

 

 日本特許法 101 条に、「間接侵害」の態様が明文規定されているが、台湾に

は、専利の間接侵害について明文規定がなく、台湾民法にある基本的な「共同

不法行為」の原理23でこの議題に対処するしかない。台湾民法 185 条は、「Ⅰ数

                         
22 【最高裁判所 108 年度台上字第 34 号】民事判決、【最高裁判所 104 年度台上字第 671 号】

民事判決を参照。 
23 以下の、「弐、五、（一）、2、（1）」(頁 103 以降)で詳しく紹介する。 
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人が共同で他人の権利を不法に侵害するときは、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与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」と規定しているが、実際にその規定を適用する場合の具体的な参酌基準は、

実務見解の蓄積により補足しなければならないと思われる。そして、日本特許

法 101 条第 1号、第 4号において、行為者の主観要件に対し明文的な制限は設

けられていないが、台湾で専利権に係る案件において「共同不法行為」を適用

した一部の判決によると、共同不法行為で間接侵害を成立の一つの要件として

行為者が主観的に「故意」であることを求めている24。また、原則的には「直

接侵害」の行為が存在していることを前提とする実務見解もある25。 

 

 日本特許法 101 条からは「日本国内において広く一般に流通しているもの」

という明文的な制限が除外されたが、台湾法には元々このような規定がなく、

現時点では実務においてもこのような制限は設けられていないようである。 

 

 また、日本特許法では、101 条 1 号により、輸入品である権利侵害品の特定

の部品について、税関の水際取締りを申し立てできる可能性があるが26、台湾

専利法には関連する規定が設けられていないため、専利法の規定を以て、税関

に対し直接特定な部品に対して輸入の差止を申し立てることができない。 

 

 もっとも、理論上では、台湾民事訴訟法を以て、“特定の部品”に対して「仮

の地位を定める仮処分」（民事訴訟法 538 条 1 項、知的財産案件審理法 22 条）

を申し立てることは可能である。「仮の地位を定める仮処分」とは、重大な損

害又は急迫する危険等といった状況の発生を避けるのに訴訟の終結を待てな

いため、暫定的な処分を行うことによって、勝訴した場合と同じ状態を仮定的

に確保するものである。 

 

しかしながら、実際に申し立てる際には、前記の「重大な損害又は急迫する

危険等の発生といった状況」という要件があり、処分の決定を発しなければ被

                         
24 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】民事判決等である。しかしながら、【知的財産裁判所 99 年度民専字第

59 号】民事判決のように、専利権に関わる間接侵害に対して、行為者に「故意または過失」

が求められるという見解を採用した判決もある。今後、主観的な「故意」だけを要件とす

る見解が主流の趨勢になるかどうかは見守っていかなければならない。 
25 【知的財産裁判所 100 年度民専訴字第 69 号】民事判決を参照。 
26 参照：https://www.meti.go.jp/policy/ipr/ipr_qa/qa05.html （最終閲覧日：2019 年 12

月 23 日）。 
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害回復が難しい旨を疎明しなければならない。知財関係の製品のライフサイク

ルは比較的に短いので、一旦この処分を認容した場合、債務者にとって深刻な

影響を受けることになってしまうため、知財実務では、一般の民事案件よりも

重い疎明責任が債権者に課せられる27。しかも、債務者の審尋も原則的に必要

である。裁判所は疎明が不十分な場合は、仮処分申立を却下する。このため、

台湾でこのような仮処分を勝ち取ることは、それほど容易ではない。 

 

(四) 「修理／再生産」 

 

 台湾法と日本法上のいずれにも、どのような行為が「修理」か、どのような

行為が「生産（台湾法では「製造」）」かについて、いまだ明文規定がない。日

本最高裁判所の判決である「平成 18 年(受)第 826 号同平成 19 年 11 月 8 日判

決 特許権侵害差止請求事件」において、「特許製品の新たな製造」に該当する

かどうかにつき、「一、当該特許製品の属性；二、特許発明の内容；三、加工

及び部材の交換の態様；四、取引の実情等も総合考慮して判断する」の四つの

判断基準が挙げられている28。 

 

一方、台湾の実務上でこの議題に言及した案件は、僅か一件である。裁判所

は、「主に当該部品の性質、及び専利権者が当該交換される部品の創作意図」

により判断するとし、「当該部品が消耗品に属する場合は、定期的に新品を取

り換える必要があるため、専利権者自身が元々部品を交換することを容認する

意図があり、事実専利権者自身もまた交換部品を提供しているため、部品の交

換は、修理に該当するはずであり、再生産ではない」29と示した。 

 

(五) 公平交易法 25 条（包括条項） 

 

 台湾公平交易法の 25 条である包括条項は、日本の「独占禁止法」と「不正

競争防止法」にはない条項である。1991 年当時の公平交易法の草創期におい

て、不正競争の態様に関する規定がまだ不十分なおそれがあったため、当該包

括条項が制定された。 

 

                         
27 知的財産案件審理法 22 条の立法理由の趣旨より抜粋。 
28 参照：http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=35371 （最終閲覧日：2019

年 12 月 23 日）。 
29 陳昭華、2019 年 1 月、〈専利物品部品の修復及び再生産の境界線〉、《月旦法学教室》第

195 号。 
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 包括条項である以上、行為の態様は特定的なものではなく、抽象的であり、

そして判断のポイントは、やはり当該行為は「取引秩序に影響を及ぼすに足り」、

そして「著しく公正を欠く」ことに該当するかどうかにある。その判断基準は、

前記の「一、(四)」（頁 14 以降）で説明している。純正品のメーカーが、この

法文を以て著しく公正を欠くフリーライド等をした第三者に対し権利を主張

することもできる。その代わり、独占等の行為により、この条文に規制される

こともある30。 

 

 もう一つの例を上げると、周知性のない製品外観の模倣につき、日本の不正

競争防止法にデッドコピーに対する規制が明文規定されているのに対して、台

湾法では実務から構築してきた判断基準のみがあるため、日本法にある「日本

国内において最初に販売された日から起算して 3年以内」（不競法 19 条 1 項 5

号イ）という商品保護期間の制限が設けられていない。このため、たとえ販売

された日から起算して3年を経過していても、企業が公平交易法25条により、

自社の商品外観を保護できる可能性はある。 

  

                         
30 詳しくは「弐、五、（六）、２、（２）」（頁 155 以降）を参照。 
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