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台湾の知的財産関係事件における執行・
手続の現状と課題

張　　　銘　晃

一、はじめに

企業活動のグローバル化と通信技術の発達および国を跨いだ技術交流が
活発になったことにより、知的財産権の競争がもたらす巨大な経済利益は、
多くの国際的なビジネス上の紛争を引き起こしている。その結果、先進諸
国か発展途上国かを問わず、各国と も、知的財産権の保護と訴訟制度の整
備を余儀なくされている 1）。また、知的財産権は実体を有さないことから、
それを不正な方法で取得した者に、好きなように権利を侵害されてしまう
可能性があるため、権利者が権利の取得、および権利の侵害を受けた際の
救済の国際的な保護も、重要な課題となっている。このような現状のもと、
涉外的要素を含む知的財産権の侵害訴訟は、その件数が増加しているだけ
ではなく、その複雑さを増してきている。
知的財産権訴訟においては、権利の侵害およびその損害の範囲に係る証

拠は、権利を侵害した側または第三者の側にあることがほとんどであるた
め、証拠の収集が困難なだけでなく、その滅失または隠匿もされやすいた
め、権利者側が訴訟において立証することが難しく、結果として有効な救
済を受けることができないという場面がよく見られる。このことから、知
的財産権訴訟においては、起訴以前の保全プロセスが他の訴訟に比べて重
要となっているほか、権利の侵害またはそのおそれがある場合には、裁判

1） 台湾では、国際社会における知的財産権保護の発展へ対応すること、および、a）
民、刑事事件が停止し、訴訟が遅延することを防ぐことで、紛争の解決を加速する、
b）知的財産事件の審理経験の累積を図り、裁判官の専門家の需要を達成する、c）
国家の経済発展を促進するなどの目的にもとづいて、2008年 7月 1日に知的財産
裁判所が正式に設立され、知的財産相関の民事、刑事および行政訴訟事件を専門
的に処理することとなった。
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および執行による保護を与える必要性がある。しかし、判決およびその執
行については、それが一国の司法権行使であるという一面を持つため、そ
の効力は同国の領域内にのみに及び、外国には及ばない。しかし、国際取
引が盛んに行われている今日のような社会において、一国の裁判所の行っ
た裁判結果が他国で承認されない、または執行できないというのでは、既
得権保護の原則に違反するだけでなく、個人の権利に対する保護も十分と
はいえない。以下、本稿では、台湾における知的財産事件の保全と執行な
どに関する学説と実務の現状についての説明を試みる。

二、知的財産民事事件の特殊性

（一）国内管轄（優先管轄・非専属管轄）

智慧財産裁判所組織法（知的財産裁判所組織法：以下「組織法」）第 3
条第 1号、第 4号に定めのある民事事件は、智慧財産裁判所の管轄（智慧
財産案件審理法（知的財産案件審理法：以下「審理法」2））第 7条）である。
また専利法（特許法）、商標法、著作権法、光 管理条例（CD ROM管理
条例）、営業秘密法、積体電路布局保護法（集積回路布局保護法）、植物品
種及種苗法、または公平交易法（公平取引法）によって保護されている知
的財産権によって発生した第一審および第二審の民事訴訟事件、並びにそ
の他法律の規定または司法院により知的財産裁判所の管轄に指定された事
件も、知的財産裁判所の管轄となる（組織法第 3条第 1号、第 4号）。こ
れら民事事件の管轄規定は列挙方式によって規定されているが、この規定
のもとでは、知的財産裁判所は優先管轄裁判所であるとともに非専属管轄
裁判所である。すなわち、知的財産権に関連して発生した法律関係に関す
る訴訟に係る普通裁判所の管轄を排除することはない。たとえば、当事者
が普通裁判所を管轄とした合意をしている場合、当事者の意思を尊重し、
同普通裁判所を管轄裁判所とするというような場合がそれである。

2） 知的財産案件審理法第 1条は、「知的財産案件の審理は、本法の規定によるも
のとする。本法に規定のない場合、それぞれ民事、刑事または行政訴訟手続きが
適用すべき法律によるものとする」と規定している。そのため、知的財産案件審
理法は、知的財産事件を審理するためのプロセスに関する規定である。
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すなわち、知的財産民事事件については、原則として知的財産裁判所の
管轄となってはいるが、もし普通裁判所が管轄権を有すると誤認し、審理
を行った上で判決を下した場合、同判決は有効となる。このような「優先
管轄権」制度は、我が国の知的財産法制度独特のものである 3）。知的財産
に関する民事事件は、専門知識と能力を持った知的財産裁判所がその管轄
となるが、知的財産裁判所は「優先管轄権がある非専属管轄裁判所」であ
るため、もし、当事者が知的財産裁判所ではなく、普通裁判所を管轄とす
ることに合意している場合、当事者の意思が尊重されることとなる。その
ため、応訴管轄（管轄の合意があったものとみなす）の規定も適用される。

（二）証拠保全

知的財産事件においては、権利侵害に関する証拠は、通常は一方の当事
者のみが持っているという傾向が見られるほか、通常は、知的財産事件の
判断過程においては高度な専門性と機密性が求められる。そのため、知的
財産事件における証拠保全は、これらの特色に合わせた特殊な規定が設け
られている。
1．台湾の民事訴訟法第 349条（以下「民事訴訟法」）には、第三者が正当
な理由なく文書提出命令に従わない場合、裁判所は処罰または強制処分を
行うことができる、としており、また、検証物の検証などの場合において
も、同法第 367条が同条を準用している。しかし、訴訟当事者が正当な理
由なく文書または検証物の提出命令に従わない場合、民事訴訟法第 345条
第 1項の規定により、相手方が同証拠に対して行っている主張、または同
証拠により証明されるべき事実が、真実であることを斟酌することしかで

3） 知的財産民事事件では知的財産裁判所が優先管轄となる。その原因として、民
事事件の当事者の請求範囲は、往々にして多重な法律関係に関わっているため、
それが知的財産権事件であることが明確でないことがある。そのため、「優先管轄」
を採用する利点としては、もし、当事者が普通裁判所の民事法廷に対して訴訟を
提起し、同裁判所の判決を受けたとしても、同裁判は、裁判所が管轄権を持たな
いことによって無効となることがなくなるといった点にある。また、当事者が普
通裁判所の第一審の裁判に不服がある場合でも、知的財産裁判所に対して控訴を
行うことができる。さらには、当事者が普通裁判所の民事法廷に対して起訴をし
たとしても、双方当事者の合意により、同裁判所は決定により同事件を知的財産
裁判所の管轄へ移転することができる」。立裁判所公報第 95巻第 34期；第 96巻
第 10期。
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きない。また、裁判所はそれをどの程度までの真実と認めることができる
のかも明らかではないため、もし証拠が存在しているのであれば、直接ま
たは間接的な強制により、それを訴訟において認定するほうが、より有効
である。特に知的財産民事事件において、侵害事実およびその損害の範囲
に関する証拠が、当事者の一方にしか存在しないことが明らかな場合でも、
裁判所に対してその証拠を提出させることができないときには、同証拠の
内容に関しては、相手方に対して斟酌を行い、侵害事実およびその損害の
範囲についての証拠とするというだけでは、真実の発見には相当程度の困
難が伴うであろう。
2．このような理由から、審理法第 10条第 1項は、「文書または検証物の
保有者が、同文書または検証物の提出を求める裁判所の命令に正当な理由
なく従わない場合、裁判所は三万台湾ドル以下の過料を科す旨の決定を下
すことができる。必要な場合には強制処分を命じる旨の決定を下すことも
できる」との特別規定を設けている。知的財産事件に係る証拠資料が相手
方または第三者の側にあり、かつ相手方が同資料等の提出を拒絶した場合、
当事者は、裁判所に対して、同文書または検証物の提出を命じることを申
し立てることができ、裁判所は、必要があると判断した場合には、強制処
分を行うこともできる。
3．民事訴訟法第 368条以下には、証拠保全手続が規定されているが、相
手方が正当な理由なく証拠保全の実施を拒絶した場合でも、裁判所は強制
処分を実施することはできないため、申立人は証明妨害などの規定により、
権利者の立証上の困難を軽減されることはできる。しかし、証拠が確実に
存在しているにもかかわらず、相手方の妨害によりそれを取得することが
できない場合には、同妨害を排除し、証拠を法廷に引き出すほうがより実
効的である。そのため、審理法第 18条第 4項には、裁判所が、知的財産
事件についての証拠保全を実施するにあたって、相手方が正当な理由なく
証拠保全の実施を拒絶する場合、裁判所は強制的にこれを排除することが
できる。ただし、必要な程度を超えてはならず、必要なときには、警察に
協力を求めることもできると規定しているほか、相手方の証拠に対する不
当な妨害が、強制処分による排除ができないものである場合、たとえば、
当事者が相手方による証拠の使用を妨害するために、故意に証拠を滅失、
隠匿または使用を不能とするようなとき、または正当な理由なく文書提出
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命令に従わないなどの事情があるとき、裁判所は民事訴訟法第 282条の 1、
第 345条の規定により、相手方が同証拠に対して行っている主張、または
同証拠により証明されるべき事実が、真実であることを斟酌することしか
できない。
4．証拠保全手続は、権利者による立証を便利にするためのものであると
いう一面だけでなく、起訴前に行う証拠保全手続によって相手方の営業秘
密を知る事ができるという一面もある。このような状況の発生を防止する
ため、審理法第 18条第 5項は、知的財産裁判所は、申立人、相手方また
は第三者の申し立てにより、保全実施時に立会う者を制限、または立会い
を禁止することができ、また、保全により得た証拠資料につき、別途保管、
閲覧の禁止または制限を命じることができる。という特別規定を設けてい
る。また、裁判所が、申立人または訴訟代理人などに対して、証拠資料の
開示または意見の聴取を行う必要があると認める場合も、審理法第 18条
第 6項の規定により、裁判所は申し立てにより、証拠の開示を受けるもの
に対して秘密保持命令を発することで、営業秘密の不当漏洩を防ぎ、相手
方の利益を保護することができる。

（三）暫定状態を定める処分

1. 疎明不足を担保の提供をもって代えることはできない
（1）　知的財産民事事件の実務においては、権利者は通常、権利の侵害が
疑われる者が継続してその製造、販売またはセールスなどの行為を行うこ
とについて「暫定状態を定める処分」を申し立てる。しかし、知的財産権
に係る製品、特に半導体などのハイテクノロジー産業に係る製品は、マー
ケットにおける淘汰周期が短いため、同製品の商機も非常に短期間である
場合がほとんどである。このような製品に対して、裁判所がその継続した
製造、販売またはセールスなどの行為を停止させる旨の命令を下した場合、
通常は同事件の判決を待たずに、同製品はマーケットから淘汰され、つい
ては同企業もまたマーケットから淘汰されるというような企業に対して重
大な影響を与える結果となってしまう。このような知的財産事件の特性に
鑑み、暫定状態を定める処分の判断基準は厳しいものとなっている。
（2）　一般の民事事件において、暫定状態を定める処分を申し立てる事件に
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ついては、民事訴訟法第 538条の 4が同法第 533条、第 526条の規定を準
用していることから、申立人による暫定状態を定める処分および「請求原因」
の疎明がたとえ不十分であったとしても、担保を提供することを明言した場
合、または裁判所がそれを適当と判断とした場合には、相当額の担保を提
供することで、暫定状態を定める処分が認められることとなっている。しか
し、審理法第 22条第 2項は「暫定状態を定める処分の申し立てをする際、
申立人は、同争いの法律関係について、重大な損害の発生を防止するため、
もしくは差し迫った危険を回避するため、またはその他の類似する情況を有
するために必要を有する事実を疎明しなければならない。疎明に不足があ
る場合、裁判所は申し立てを棄却しなければならない」と規定しているため、
申立人が争いのある知的財産法律関係について暫定状態を定める処分を行
う際には、その法律関係が存在していること、および暫定状態を定める必
要性があること、すなわち、保全を行う必要性について高度の 疎明を行う
必要がある。疎明が不充分である場合、裁判所は同申し立てを棄却しなけ
ればならず、担保の提供を認めること、または担保をもって疎明の不足を補
わせることはできない。また、申し立ての原因が疎明された場合においても、
裁判所は同条第 3項の規定により、申立人に対して担保の提供を命じた後に、
暫定状態を定める処分を行うことで、より慎重に処分を行うことができる。

2．申立人の疎明責任レベルの引き上げ
知的財産事件の多くは高度の技術性を含んでいることからも、当事者に

よる暫定状態を定める処分を認めるかどうかの判断は、当事者にとって大
きな影響を与える結果となる。そのため、申立人の疎明責任のレベルを高
く設定することで、全体の均衡を保っている。審理法第 22条第 4項およ
び審理細則第37条第1項には、それぞれ次のような規定が設けられている：
裁判所は暫定状態を定める処分行う前において、当事者双方に意見の陳述
をさせなければならない。争いのある知的財産法律関係について暫定状態
を定める処分を求めた者は、同法律関係の存在および暫定状態に係る必要
性を釈明しなければならない。すなわち、暫定状態を定める処分による保
全の必要性について、「高度の疎明」を行わなければならない。この点に
ついて民事訴訟法における疎明責任とは異なった規定となっている。
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3．裁判所による心証の開示
審理法第 8条第 2項には、裁判長または受命裁判官は、事件に係る法律
関係について、当事者に対して詳細な説明を行わなければならず、また適
時においてその法律上の見解の表明、および適切な心証開示を行うことが
できるとする規定が設けられている。これは不意打ち裁判を回避すること、
並びに訴訟当事者の実体およびプロセス上の利益を適切に保護するために
設けられた規定であり、裁判所が当該訴訟事件に関して心証を開示する範
囲を定めたものである。この心証公開の範囲には、当該係争法律関係の事
実上、法律上、並びに証拠上の争点の釈明および確認のほか、証明すべき
事実が存在するのかどうか、さらには特殊な経験則を適用することで得ら
れた段階的な心証並びに法律上の見解なども含まれるため、それらについ
ても適切に開示し、訴訟当事者の利益を保障しなければならない。一方で、
一般の暫定状態を定める処分に係る事件について規定している民事訴訟法
には、このような規定は設けられていない。

4．裁判所の斟酌基準
知的財産事件に係る争いのある法律関係について、裁判所に対して暫定

状態を定める処分を求める場合には、申立人は当該法律関係の存在および
暫定状態を定める処分による保全の必要性について、高度の釈明を行わな
ければならないが、一方で裁判所もまた、当事者の釈明を斟酌する基準を
慎重に設定する必要がある。裁判所は暫定状態を定める処分の申し立てを
審理する際には、1.権利の有効性および権利侵害の事実を含む申立人勝訴
の可能性；2.裁判所が暫定状態を定める処分を認めなかった場合において、
申立人は補填することができない損害を受けるかどうか；3.申し立てを認
めるかどうかにより双方が被る損害の程度；4.公共の利益（たとえば医薬
の安全または環境問題）に対してどのような影響があるかなどの事項につ
いて斟酌し、全般的な判断をしなければならない。

5．相手方に意見を陳述する機会を与える
民事訴訟法第 538条第 4項前段には、裁判所は暫定状態を定める処分を
下す前に、双方当事者に対して意見陳述の機会を与えなければならない旨
の規定があるが、審理法第 22条第 4項前段にも同様の規定が設けられて
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いる。また、知的財産関連事件における暫定状態を定める処分の特殊性に
鑑み、同条には次のようなただし書きが設けられている。「申立人が、処
分前に相手方に陳述できない特殊な事情を有する旨を主張し、また確実な
証拠を提出した後に、裁判所が適当と認めた場合には」、裁判所は相手方
に陳述の通知を行うことなく、決定を行うことができる。

（四）営業秘密の保護

1．訴訟資料が営業秘密に関わる場合、裁判所に対して審 理の不公開を求
めることができるかが問題となる。審理は原則としてすべて公開されるが、
当事者が訴訟中において提出した攻撃防御方法が、当事者または第三者の
営業秘密に関わる場合、それらすべてを一律に公開することは、当事者ま
たは第三者に対して重大な損害を与える可能性がある。そのため、審理法
第 9条は「当事者の提出する攻撃または防御方法が、当事者または第三者
の営業秘密に関わる場合、当事者が申し立てをし、裁判所がそれを適当で
あると認めたときは、非公開裁判とすることができる。双方の当事者が非
公開裁判に合意した場合にも同様とする（第 1項）。訴訟資料が営業秘密
に関わる場合、裁判所は申し立てまたは職権により、訴訟資料の閲覧、抄
録または撮影を許可しないまたは制限する旨の決定を下すことができる
（第 2項）」と規定している。そのため、訴訟当事者間の営業秘密に関わる
資料については、当事者は裁判所に対して非公開審理の申し立て、または
合意により、審理を非公開とすることができる。また、裁判所は、訴訟資
料の閲覧、抄録または撮影を許可しないまたは制限することができる。
2．上記の審判の一般公開に関する特別規定のほか、訴訟関係者は審判手
続中において、営業秘密に関する資料を公開しなければならないかという
点については、審理法第 10条第 4項に次のような趣旨の特別規定が設け
られている 。「裁判所は、文書または検証物の保有者が提出を拒否する正
当な理由を有するか否かを判断し、必要なときには非公開の方式での提出
を命じることができる」。また、証拠の保有者が秘密を維持することの利
益を保護するため、同条第 5項には次のような趣旨の規定が設けられてい
る。「裁判所がその開示が必要であると判断した場合、意見を聴取する訴
訟関係者以外の如何なる者も当該証拠の開示を求めることはできない」。
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3．訴訟中における当事者または第三者の営業秘密の保護については、最
も秘密保持の必要な相手は、競業他社である場合が常であり、この場合、
裁判所は上記の規定により、閲覧または開示を許可しないまたは制限する
ことができる。しかし、相手方の権利も同様に法律の保護を受けるため、
訴訟資料が当事者または第三者の営業秘密であるというだけで、むやみに
相手方の弁論を妨げることは適切ではない。この場合、双方は相反した関
係にあるのである。そこで、審理法第 11条ないし第 15条に「秘密保持命
令制度」に関する規定を設け、当事者が営業秘密を提供することで受ける
であろう損害を抑え、同時に「訴訟の促進」と「営業秘密の保護」を図る。

三、国際裁判管轄の決定

（一）総論

台湾における国際裁判管轄に関しては、海商法第 78条第 1項、家事事
件法第 53条（離婚）などの規定は直接管轄を、民事訴訟法第 402条第 1
項第 1号、非訟事件法第 49条第 1号、家庭暴力防治法第 28条第 2項など
の規定は間接管轄を個別に規定しており、日本の民事訴訟法が体系的に国
際裁判管轄を規定しているのとは異なっている。
財産事件に関する国際裁判管轄の決定方法については、台湾法のもとで

は、普通裁判籍か特別裁判籍かに関わらず、涉外民事事件に関して国際管
轄権の行使をすることができるため、民事訴訟法上の管轄規定を類推適用
するという学説 4）がある。一方で、法が国際管轄権に関する明文規定を定
めていない現状においては地域管轄権に関する規定を類推適用するため、
地域管轄権の規定が二重の機能を持つこととなり、ドイツにおける逆推説
または類推適用説は、比較的妥当な解決方法となりうる 5）という学説もあ
る。さらには、日本における修正類推説と利益衡量説と同様の学説もある
が、この二つの学説の内容は対立しておらず、お互いに補完的な関係となっ

4） 陳栄傳、「由国際私法観点論涉外労動契約（上）」、月旦法学雜誌 166期、第
85-86頁、2009年 3月。

5） 陳啓垂、「以欠缺国際管轄権為上訴理由」、法学叢刊第 186期、第 3頁、2005
年 4月。
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ている。つまり、修正類推説は、国内の民事訴訟法の理論を修正類推する
根拠を利益衡量に求めており、利益衡量説もまた、修正類推説を排除して
いるわけではない。もし、国内民事訴訟法の規定を類推適用した場合、そ
れが当事者の利益または公共利益に符合するのであれば、類推適用を行う
可能性もある。もし、民事訴訟法に類推適用に関する明文規定がない場合
は、利益衡量説のみが涉外事件の国際裁判管轄を決定できることになる。
そのため、修正類推適用説と利益衡量説の双方を採用することとなる 6）。
以前は、実務においては「逆推知」説 7）が採用されており、学説で多数説
は民事訴訟法の土地管轄規定を類推適用する見解が多数を占めていた 8）

が、近年では法理説が台頭しつつある 9）。

（二）涉外証拠保全事件の国際裁判管轄

知的財産裁判所 2017度民声字第 9号決定（特許侵害証拠保全事件）
〔事実の概要〕
1．申立人（日本法人）は台湾実用新案特許第 D140830号「基板保持環」（以
下「係争特許」）の特許権者である。申立人は CMP設備（化学研磨設備）

6） 林秀雄、「国際裁判管轄―以財産関係案件為中心―」、劉鉄錚教授六秩華誕祝寿
論文集に収録、編輯委会、「国際私法理論與実践（一）」、学林、第 128頁、1998
年 9月。また、我が国の民事訴訟法学者は、管轄分配説を出発点として、次のよ
うな見解を展開している。すなわち、国際裁判管轄を決定するにあたっては、個
別案件ごとにおける利益のバランスを考慮することで、すべての人が平等に裁判
所を使用することができる機会を保障することが必要であり、また有益である。
邱聯恭、「司法之現代化與程序法」、自版、第 98-102頁、2002年 10月。

7） 桃園地方裁判所 2007年度智字第 1号判決：涉外財産事件の国際管轄権につい
ては、現行法には明文規定が設けられていないが、民事訴訟法第 15条第 1項には、
「損害賠償行為により訴訟となった場合は、行為地の裁判所が管轄することがで
きる」との規定がある。同規定を逆推論すれば、行為地が我が国境内にある涉外
権利侵害事件は、我が国の裁判所が国際管轄権を持つこととなる。また、身分関
係事件（親権の宣告停止事件）に対しても、台湾高等裁判所花蓮分院 2008年度
家上字第 8号判決など、「逆推知説」の見解が存在する。

8） 最高裁判所 2015年度台抗字第 1004号決定：涉外事件の国際管轄権が誰に属す
るのかについて、涉外民事法律適用法に明文規定は設けられていないが、訴訟の
提起を受けた裁判所がその具体的な事情により国内法の関連規定を類推適用し、
訴訟管轄を定めることができる。

9） 最高裁判所 2015年度台抗字第 589号決定：我が国の涉外民事法律適用法には、
管轄権に関する規定はないが、原裁判所が当事者間の公平、正当で迅速な裁判の
法理にもとづいて、再抗告人の実際の営業行為地、保険連絡地、当事者と裁判所
の地法上の関連性を斟酌し、我が国の裁判所に管轄権があると判断したことは違
法とはいえない。
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を製造し、多くの国の半導体メーカーに販売している。同装置の目的は、
ウェハーを研磨し、その外観（形状）を後続する加工工程に合わせること
で、異なる世代の装置間における消耗材を区別し、設置ミスによる CMP
装置の損壊を防止するほか、各世代の装置がその性能を発揮できるように
することにある。特に、CMP裝置の設計上は、使用される「基板保持環」
の外観（形状）が完全に符合していなければ、装置の運転ができない。係
争特許は前述した「基板保持環」の外観を区別するための特許である。申
立人はマーケットにおいて、CMP装置の「基板保持環」の販売数が著し
く減少していることを発見したため、調査を行ったところ、相手方の生産
する「基板保持環」（以下「係争製品」）が係争特許を侵害している可能性
があることを発見した。鑑定を行ったところ、係争製品は係争特許の特許
範囲内のものであった。したがって、申立人は、係争製品は係争特許の特
許権を侵害していると主張している。
2．「研磨裝置の消耗材」は動産であるため、その処分や隠匿は非常に容易
であり、迅速に封印し裁判所に留置しなければ、相手方がそれらを故意に
処分、隠匿する可能性は極めて高い。また、契約の締結、出荷および連絡
先などの資料も動産であり、現在は全て相手方の支配下にあるため、申立
人は、証拠保全の方法によらなければそれらを取得することができない。
また、同証拠らは、相手方が権利の侵害を行っていることの証明、および
損害賠償額の確定に必要なものである。もし、迅速な保全が行われなけれ
ば、それらは滅失、改竄され、または使用が困難な状態にされるおそれが
ある。そこで、民事訴訟法第 368条第 1項の規定にもとづき、証拠保全が
申し立てられた。
〔裁定の意旨〕
1．裁判所は国際裁判管轄権の有無を判断する際には、個々の事件におけ
る原因事実および訴訟目的物の法律関係を斟酌しなければならないほか、
個々の事件に関する国際民事訴訟の利益とその関連性などを総合的に考慮
しなければならない。また、国内の民事訴訟管轄の規定および国際民事裁
判管轄に関する規定の法理をも斟酌した上で、当事者間における実質的に
公平かつ迅速なプロセスの経済性などの概念などを判断の根拠とする。
‧‧‧そのため、国際的に承認された一般的な規則が存在せず、また国際習
慣法も十分に成熟しているとはいえない状況において、当事者間における
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公平かつ正当で迅速な裁判理念の法理によって、我が国の国際裁判管轄の
有無を判断することは、より適当である。そのため、整合性を持った国際
裁判管轄権の明文規定が欠如しているという現状において、国内における
管轄規定または国際規範は、すべて国際裁判管轄の法理の内容となりうる
のであるから、民事訴訟法、非訟事件法の規定により、我が国に審判籍が
ある場合には、原則として、我が国の裁判所に対して提起された訴訟事件
については、被告は我が国の裁判権に従うとすることが妥当である。しか
し、我が国の裁判所において裁判を行うことが、当事者間における公平か
つ正当で迅速な裁判の理念に対する期待に背くなどの特別な事情がある場
合には、我が国の国際裁判管轄権を否定するべきである。
2．本件における申立人は、日本国の法律にもとづいて設立された外国企
業であるため、本件は涉外事件の要素を持った涉外民事事件である。また、
申立人が申し立てた事実によれば、申立人は、相手方が生産、製造、販売
する「研磨裝置消耗材」が、申立人が我が国において所有する実用新案特
許第 D140830号「基板保持環」を侵害しているため、本件訴訟における
争いの法律類型は特許侵害である。
3．本件は涉外特許権侵害民事保全事件に属するものであり、また、専属
的国際裁判管轄の規定が存在せず、法人など団体の住所または所在地（慣
居地）については他国の裁判所が同法人団体などに対する一般管轄権を有
している。CLIP Article 2:1 02 （3）の規定によると、いわゆる法人等団体
の住所または所在地とは、（通常は定款に規定のある）主事務所（statutory 
seat or registered office）、主営業所（principal place of business）または経営
管理本部（central administration）などを指している。つまり、非訟事件法
第 7条の規定を斟酌すれば、本件における相手方は我が国の法人であり、
我が国の裁判所が一般管轄権を有すること、また本件は我が国裁判所にお
いて裁判が進行していることなどから、当事者間における公平かつ正当で
迅速な裁判の理念に対する期待に背くなどの特別な事情は存在しない。し
たがって、前述の国際裁判管轄の法理により、我が国の裁判所は本件涉外
特許権侵害民事保全事件について、国際裁判管轄権を有することとなる。
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（三）涉外保全事件の国際裁判管轄

1．知的財産事件においては、 仮差押えまたは暫定状態を定める処分の申
し立てがされることが多いが、前者は財産保全上の執行であり、後者は請
求目的物の変更を防ぐことで、後日にその執行が不能、または困難になる
ことを回避するためのものである。民事訴訟法第 524条第 1項には、「仮
差押えの申し立ては、本案の管轄裁判所、または仮差押えの目的物の所在
地の地方裁判所をその管轄とする」との規定が、同条第 2項本文には、「本
案の管轄裁判所とは、訴訟がすでに係争しているまたは係争する第一審裁
判所を指す」との規定がそれぞれ設けられている。本項の規定は、国内に
おける仮差押えの管轄規定であり、涉外事件については、現行法上涉外仮
差押手続の国際裁判管轄権規定が明文化されていないため、類推適用説ま
たは国際民事訴訟法の法理説のどちらを採択したとしても、基本的には本
案に対して管轄権を持つ法 廷地国 10）または目的物の所在地国に国際保全管
轄権があると判断される。これについては、台湾の学説と実務の間には、
特に異論はない。また、暫定状態を定める処分の決定については、それが
目的物の変更を避けるために行うものであるため、目的物の所在地国に国
際裁判管轄権が認められるべきである。
2．問題は、もし本案の法廷地国と目的物の所在地国が異なる場合、本案
の法廷地国または目的物の所在地国の仮差押えまたは暫定状態を定める処
分の決定の効力はどうなるのであろうか。台湾で注目されている営業秘密
侵害事件を例に挙げて考えてみよう。この事件は、申立人（台積電公司
（TSMC）、世界トップクラスの半導体メーカー）において、同社の高級管
理職であった相手方の韓国人が退職後そのまま競争他社である韓国企業
「サムスン」へ就職したことは相手方・申立人間の「競業禁止条款」に違
反するだけでなく、申立人の営業秘密がサムスンに対して漏洩されるおそ
れがあるとして、緊急に、知的財産裁判所に対して、「相手方は 2017年 6
月 31日より前に、サムスンへ就職してはならず、また申立人より取得し

10） 最高裁判所 2014年度台抗字第 1020号決定：民事訴訟法第 524条第 1項、第 2
項本文の規定は、涉外事件においては、当事者間の公平かつ正当な裁判、迅速な
プロセスなどの原則に違反しておらず、我が国は訴訟の本案に対する管轄権があ
れば、原則として、我が国の裁判所は、本件を保全するための仮差押事件の国際
裁判管轄権を有している。
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た営業秘密を漏洩してはならないことを命じる」旨の申し立てを行った、
というものである。国際裁判管轄権の有無はさておき、もし将来、台湾の
裁判所が暫定状態を定める処分を認める旨の決定を行ったとしても、台湾
の裁判所は、事実上、韓国においてすでにサムスンに就職している相手方
を離職させる旨の命令を執行することはできない。そのため、権利保護利
益の観点から、裁判所はこの申し立てを許可するべきではない。涉外知的
財産保全事件については、その実效性や執行プロセスが問題となるが、国
際裁判管轄権について判断する際には、将来の執行性や、実效性を要件と
して判断する必要はない。しかし、仮差押えまたは暫定状態を定める処分
の目的は、ともに目的物を執行するためのものであるため、個別の案件に
おいても、まず国際裁判管轄権の有無を判断したうえで、権利保護の必要
性を判断するべきである。ただし、実務上は、その便宜を図るため、執行
性、実效性の権利保護利益の観点をより重視して、申し立てを認めるかど
うかの論拠としている。

四、外国の裁判所においてなされた確定裁判の效力

（一）外国判決の承認と執行

外国の裁判所においてなされた判決の承認と執行に関しては、民事訴訟
法第 402条と強制執行法第 4条の 1にそれぞれ規定が設けられている。外
国の裁判所の合法的な訴訟プロセスを経て出された民事判決は、民事訴訟
法第 402条に規定されている状況がある場合には、その効力を承認しない
以外は、原則として尊重しなければならない。すなわち、我が国が外国の
裁判所の判決の効力を認めるかどうかについては、当該判決が民事訴訟法
第 402条各号に規定されている状況に符合しているかどうかを判断基準と
して判断される。また、承認は、同一の事件に対して再度の審判を行うこ
とではないため、当該外国裁判所の判決における法規の適用に過ちがない
かどうかについて再度の判断を行うことはできない（実質再審査禁止の原
則）11）。そのため、外国における確定判決に民事訴訟法第 402条第 1項各号

11） 最高裁判所 2014年度台上字第 2213号判決。
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における事由がなければ、台湾では自動的に当該外国判決の効力は承認さ
れることとなる。ただし、給付判決（または決定）を執行名義として、台
湾の裁判所に対して強制執行を申し立てた場合、台湾の裁判所は、強制執
行法第 4条の 1第 1項の規定にもとづいて、執行許可を宣告するのみでよ
く、裁判による承認を行う必要はない。

〔民事訴訟法　第 402条（外国裁判所における確定判決の效力）〕
外国裁判所の確定判決に以下各号の状況の一がある場合、その効力は認め
られない：
一、 中華民国の法律に従った場合、同外国裁判所は管轄権がない場合
二、 敗訴した被告が応訴していない場合。ただし、訴訟開始の通知または

命令が、相当な時期に、同国において合法に送達されている、または
中華民国法上の助送達が行われた場合はこの限りではない。

三、 判決の内容または訴訟プロセスが中華民国における公共の秩序または
善良な風俗に反している場合。

四、相互承認をしていない場合。
前項の規定は、外国裁判所の確定決定に準用する

1．第 1項第 1号（間接管轄）
（1）直接管轄、間接管轄のいずれも、本国の裁判所が同国における国際裁
判管轄規則にもとづいて自国または他国のいずれが管轄権を有するのかと
いう問題として、承認国が間接管轄の有無を判断する際に、直接管轄と同
一の判断基準を採択するべきかという問題があり、台湾での学説において
も意見が分かれている。
「直接管轄、間接管轄同一説」を唱える学者は次のように主張する。す
なわち、国際裁判管轄の本質は、国際間における民事裁判機能の分配問題
でしかないため、直接管轄、間接管轄については、法廷地国について差異
がある以外は、裁判管轄権の行使という観点から見れば、本質的に同じも
のを二つの異なる面から見ているに過ぎない。したがって、金錢給付に係
る判決に限らず、両者は同一の管轄規則により規律されていることとなり、
そこにはなんらの差異があってはならない。つまり、間接管轄の有無につ
いては、直接管轄に関する規則を適用して判断すべきである。すなわち、



334

研究報告

承認国の裁判所が判決国の裁判所の下した判決の効力を承認する際には、
判決国の裁判所が涉外事件について国際裁判管轄があるのかどうかは、承
認国の裁判所に直接管轄があるのかどうかの判断と同様の基準をもって判
断されるべきである 12）。
一方で、「間接管轄独自説」を唱える学者は次のように主張する。すな
わち、間接管轄は、承認国の裁判所が行ったすでに終了した訴訟に対して、
事後的に国際裁判管轄の有無を評価することであるのだから、直接管轄の
概念とは異なっている。また、世界中の国々における直接管轄の規則は異
なるのであるから、承認国の直接管轄の規則は、比較法の立場から見ても、
普遍性があるとはいえない。もし、承認国における直接管轄の判断基準が
「狭すぎる（厳しすぎる）」ものであり、また、間接管轄の判断基準も同様
のものである場合、多くの判決国の判決が承認を受けられなくなってしま
う。同様の法律関係が、判決国において確定判決の効力を持ったにも関わ
らず、承認国においては、判決国が国際裁判管轄を有しないことを理由と
してそれが承認されないため、「麻痺した法律関係」となってしまうといっ
た状況を避けるため、国際裁判管轄の判断上、間接国際裁判管轄について
は直接国際裁判管轄より「幅広（緩く）」、緩和された判断基準が取られな
ければならない 13）。
（2）台湾の民事法律適用法の改正法案（初稿）は、1978年の外国裁判の
承認と執行に関するブラッセル条約を参考として、次の第 16条の規定を
置く。「外国の裁判所における裁判の管轄権の取得が、次に掲げる状況の
いずれかを基礎としている場合、中華民国（台湾）においては、同裁判所
は管轄権がないとみなされる：一、被告に対するプロセスの通知またはそ
の他文書の送達。二、原告の国籍。三、被告と係争事件に無関係な少額の
財産の差し押え」。この条項は、外国の裁判所がこの三つの原因により管
轄権を取得した場合には、我が国の裁判所は、その管轄権の取得に合理的
な理由があるとは認めないため、それが管轄権のある裁判所であるとも認

12） 陳啓垂、「外国判決的承認與執行」、月旦法 02学雜誌第 75期、第 153-154頁、
2001年 8月；陳栄宗、林慶苗、「民事訴訟法（上）」、三民、第 92頁、2004年 3月；
李沅樺、「国際民事訴訟法論」、五南、第 301頁、2007年 3月。

13） 林秀雄、「国際裁判管轄権―以財産関係案件為中心―」、劉鉄錚教授六秩華誕祝
寿論文集收錄、編輯委会、「国際私法理論與実践（一）」、学林、第 122頁、1998
年 9月。
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めず、確定判決も認めることはないという、「間接管轄独自説」の見解を
採用している。しかし、同規定は、司法院の発表した「涉外民事法律適用
法改正法案条文對照表（一稿）」においてはすでに削除されている。
（3）実務上の見解（直接管轄 ‧間接管轄同一説）
最高裁判所 2006年度台上字第 293号判決：「涉外民事法律適用法第 9条

第 1項の規定、民事訴訟法第 15条第 1項、および商標法第 61条の規定に
より、本件は英国が権利侵害行為地である商標侵害に係る権利侵害行為が
争われており、英国の裁判所が被上告人の商標専用権が同国境内において
上告人に侵害されたことを判断しているが、英国の裁判所は権利侵害地の
裁判所であるため、同事件に対する国際管轄権を持つことには疑いがない。
そのため、本件については民事訴訟法第 402条第 1号の事情は認められな
い」14）。
台湾における過去の実務上の見解は、民事訴訟法における管轄規定を類

推適用し、直接管轄規則の判断基準とするという説が多数説であった。本
判決は、民事訴訟法第 15条第 1項の規定を類推適用し、英国の裁判所が
同確定判決に係る直接管轄があることを肯定した。英国裁判所が同確定判
決に対して直接管轄権を持つことで、英国裁判所はまた間接管轄権も持つ
こととなる。

2．第 1項第 2号（応訴）
（1）「応訴」とは、被告の実質的な防御権が十分に保障されているかをもっ
て判断されるべきものである。たとえば当事者が外国における訴訟におい
て、客観的に訴訟の開始を知ることができ、応訴を十分に準備でき、また
実質的に防御権を行使できていた場合、応訴の要件は満たされていると判
断される。すなわち、当事者本人が自ら通知を受け取ったのか、または自
ら口頭弁論に出頭したのかなどという要件は必要とされない。たとえば、
被告はアメリカの裁判所における訴訟審理期間中に、自ら駐台北アメリカ
事務所（事実上アメリカ大使館に相当）の公証人の目前で、原告がアメリ
カ法の規定において行った質疑に対する応答を書面資料として作成し、応

14） 原判決は台湾高等裁判所 92年度上字第 802号判決である。最高裁判所 95年度
台上字第 293号判決が原判決の一部を破棄した際には、原判決における間接管轄
の判断基準に過ちがあったかどうかについては指摘していない。
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訴と関連訴訟資料の提出をアメリカの弁護士に委託した場合は、 手続保障
はされていると判断される 15）。
（2）外国の裁判所が台湾にいる被告に対して訴訟の開始通知または命令を
送達した場合、「送達は国家司法主権による行為である」、「手続プロセス
は法廷地法による」などの原則に従い、台湾において制定、公布されてい
る「外国裁判所委託事件協助法」、「司法協助事件之処理程序」およびその
他司法互助協定や作業要点などの関連法規に従い、「協助送達」を行わな
ければならず、外国裁判所が職権によって、または原告の弁護士が郵送も
しくは台湾の被告に対して直接手交する方法による送達は認められない。
すなわち、このような方式によらなければ、外国の裁判所による訴訟の開
始通知または命令が、台湾で合法的に被告に対して送達されたとの効果は
認められない 16）。また、「同国内においてすでに本人に対する送達が行われ
た」との規定は、解釈上、公示送達または補充送達に対しては適用されな
い 17）。

3．第 1項第 3号（公序良俗）
（1）「公の秩序または善良の風俗（以下「公序良俗」）」に反するものには、
「内容が公序良俗に反する」場合と、「訴訟プロセスが公序良俗に反する」
場合とが含まれる。前者は、判決の内容が公序良俗（実体的公序良俗）に
対する違反を指す。たとえば、人身売買に係る請求権の勝訴判決などがそ
れである。一方、後者は、訴訟手続上の公序良俗（手続的公序良俗）に対
する違反を指す。たとえば、被告の防御権、審判の中立性、公開審理など
が保障されていないなどの場合がそれである。
（2）台湾においては、専利法（特許法）、営業秘密法、消費者保護法など
において損害の一定倍数の金額の賠償を認めることができる懲罰性規則が
設けられている。それら規定の立法目的は、事件の性質の特殊性や、立証
の難しさを解決するという立場のものなのかもしれないが、それらの規定
が一般の民事上の不法行為や、債務不履行による損害賠償の法則と異なる
ものであることには変わりない。アメリカの法制度にも懲罰 的賠償制度が

15） 最高裁判所 2014年度台上字第 572号判決。
16） 最高裁判所 2012年度台上字第 1360号判決。
17） 最高裁判所 2002年台上字第 1924号判決。
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あるが、それはアメリカの普通法上、誤った行為を処罰することでその再
犯を防ぐという制度であり、賠償金額は行為者の財産によって決まり、そ
の金額には上限がないというものである。このような制度は、台湾におけ
る一般民事不法行為制度が懲罰 的賠償の規定を設けておらず、その損害賠
償額は損害の補填および現状の回復を目的としており、制裁としての機能
は兼ね備えていないことなどとは異なっている。また、前述の台湾法にお
ける懲罰的賠償の立法例においては、賠償額はその損害額の一定倍数を上
限としており、行為者の財産を基礎とした計算はしていないという点でも、
アメリカ法とは異なる。さらには、美国の懲罰的賠償制度は被害者に対し
て「タナボタ」的な財をもたらすものであり、一般的に認知されている法
則とは異なるものとなっている。株主投資および商品代金に関する争いと
いう一般の民事不法行為事件であるため、アメリカの判決においてなされ
た懲罰的賠償の判断は、我が国の法秩序の基本原則に反しており、また我
が国の公共の秩序にも符合したものではなく、強制執行を認めるべきでは
ない 18）。

4．第 1項第 4号（互惠平等原則）
（1）相互の承認とは、ある国と我が国がお互いに国際法上の国家承認また
は政府承認を行っているというものを指すのではなく、両国の裁判所間に
おいて、お互いの判決を承認しあうことを指している。ある国が我が国の
判決の効力を承認することを明確に拒絶しているのではない限り、我が国
はできる限り広い範囲で、かつ主導的に互恵的観点から同国の判決の効力
を承認するべきであろう。外国の裁判所が我が国の裁判所の判決を承認す
るための要件は、民事訴訟法における外国判決の効力の重要な原則と明ら
かに乖離したものでなければよく、我が国における規定の内容と完全に一
致している必要はない。ある国が積極的に我が国の裁判所の確定判決の効
力を否定している事実はなく、また同国の裁判所の判決にも民事訴訟法第
402条第 1項第 1号ないし第 3号の状況もない場合、同判決を承認するこ
とに妨げはない。このような判断は、我が国が現在おかれている外交状況
上の必要性にも符合するものである 19）。

18） 最高裁判所 2011年台上字第 552 号判決。
19） 最高裁判所 2013年度台上字第 1367号判決
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（2）最高裁判所 2012年度台上字第 1933号判決：我が国と日本国との間に
国交はないが、台湾外交部の資料によれば、現在までのところ、我が国裁
判所の判決が同国において否認されたという前例はない。また、日本民事
訴訟法第 118条第 4項には、「外国の裁判所による確定判決において、我
が国との相互（効力）が保証されている場合、同確定判決は、我が国にお
ける判決と同様の効果を持つ」との規定が設けられている。また、国際間
における司法権の相互の尊重および譲り合いの原則にもとづいて、客観的
には、同国が将来、我が国裁判所の効力を承認することを期待することが
できる。また、日本大阪家庭裁判所以平成 19年（家ロ）第 200号裁判には、
民事訴訟法第 402条第 1項各号のような状況は認められない。そのため、
被上告人が強制執行法第 4条の 1第 1項の規定により、前記大阪家庭裁判
所による平成 19年第 200号裁判をもって、上告人に対して、養育費およ
び慰謝料の強制執行を請求した部分については、その理由は認められる。
本判決は、最高裁判所が初めて平等互惠の観点から、日本の裁判所にお

ける確定判決を承認した判決である。本件は身分事件であったが、同様に
財産事件に対しても適用することができる 20）。

5．第 2項（外国においてなされた「確定決定」）
（1）外国の裁判所が行った「確定決定」とは、終結事件について確定され
た本案決定で、かつ外国の裁判所が民事訴訟法によって行った決定に限ら
れる。たとえ非訟事件の性質を持つ決定であっても同様である。そのため、
たとえば扶養や子の監護権など、身分関係に係る保全処分、確定した訴訟
費用額の決定、父母の未成年の子女に対する権利義務の行使または負担に
係る決定など、当事者間における争いの解決に係る決定についてはその効
力を承認し 21）、我が国における強制執行を許可する必要がある。ただし、

20） 最高裁判所 2016年度台上字第 232号判決は、台湾のイタリアにおける在外機
関である駐イタリア代表所が第二審裁判所に対して行った回答は、「イタリア側
は、台湾とイタリアとの間の関係に鑑み、イタリアとしては我が国との間で司法
協力を行うことは難しい」となっていることから、イタリアの裁判所が台湾の裁
判所の判決を認めているかどうかについて疑問を提起し、同案件を破棄差戻し、
第二審に対してさらなる調査を命じたことが明らかに示されている。そのため、
台湾の裁判所がイタリアの判決を承認するかどうかについては引き続き注意が必
要である。

21） 新竹地方裁判所 2008年度重訴字第 194号判決は、韓国の裁判所が発した支払
い命令を認めている。
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訴訟指揮に係るプロセス上の決定については、それが随時変更されるとい
う点に鑑み、本項における確定決定には含まれていないとされている。
（2）民事訴訟法においては、判決と決定は、明確に区別がされているが、
外国においては両者が明確に区別されていない場合もありうる。民事訴訟
法第 402条に第 2項が増設される以前においては、学説上は、同条第一項
における「確定判決」は外国の裁判における「判決」のみに限られるもの
ではなく、裁判所が私法上の権利義務に係る争いを解決するためになした
裁判行為であればすべて含まれると解釈されていた。そのため、たとえ名
称としては決定、裁定、判断、または命令などといったものが使用されてい
たとしても、我が国がそれらを承認することには何らの影響もなかった 22）。
（3）涉外知的財産事件の保全プロセスに係る確定決定の承認と執行に関し
ては、台湾を財産所在地国とした仮差押え決定、または専利（特許）侵害
事件において、台湾の裁判所に対して、外国裁判所の下した「相手方が台
湾において同特許権を侵害する製品の製造、販売を禁止する暫定状態を定
める処分の決定」の承認を請求すること、または、営業秘密侵害事件にお
いて、台湾の裁判所に対して、外国裁判所の下した「相手方が一定期間内
において競業他社である台湾企業に就職することを禁止する暫定狀態を定
める処分の決定」の承認を請求することなどについては、これら保全事件
の確定決定は、本案訴訟前における保全段階の決定であり、終結事件に係
る本案決定ではないことから、民事訴訟法第 402条第 2項の規定における
承認の適格性を満たしていないとされている。

（二）中国においてなされた判決の承認と執行

〔台湾地区と大陸地区人民関係条例　第 74条〕
大陸地区において作成された民事確定裁判、民事仲裁判断は、台湾地区

における公共の秩序、善良な風俗に違反しない場合は、裁判所に対して認
可の決定を申し立てることができる。
前項における裁判所による認可の決定を受けた裁判または判断は、給付

を内容とする場合、執行名義とすることができる。

22） 台湾高等裁判所 2012年度重上字第 92号判決。
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前二項の規定は、台湾地区において作成された民事確定裁判、民事仲裁
判断が大陸地区の裁判所に対して認可の決定を申し立てることができる、
または執行名義とすることができる場合に適用される。

1．台湾と中国における民事訴訟制度および商事仲裁制度は異なったもの
であるため、台湾の法制度を維持し、当事者の権益を守るため、当事者間
の争いに係る中国で作成された民事確定判決または仲裁判断は、台湾にお
ける公の秩序または善良の風俗に反しない場合に限り、台湾の裁判所に対
して認可を申し立てることができる。そのため、台湾においては、外国に
おいて作成された民事確定判決と、大陸（台湾地区に対する中国大陸地区
の略称）において作成された民事確定判決の強制執行プロセスは異なった
ものとなっている。台湾において外国で作成された民事確定判決を執行し
ようとする場合、強制執行法第 4条の 1、民事訴訟法第 402条の規定にも
とづき、まず台湾の裁判所に対して、強制執行の許可を求める訴えを提起
し、許可を認める「判決」を取得したうえで、はじめて台湾の裁判所に対
して強制執行の申し立てを行うことができる。これに対して、大陸の民事
確定判決の場合は、台湾地区與大陸地区人民関係条例（台湾地区と大陸地
区人民関係条例）第 74条の規定にもとづいて、台湾の裁判所に対して認
可を申し立てることで、裁判所の「決定」により認可を受ければ、執行名
義とすることができる。

2．合意管轄約款に係る争い
（1）　X（台湾法人、原告、被控訴人、被上告人）は台湾の実用新案特許
A（自転車サドル）の特許権者であり、その委託を受けた Y（中国法人、
被告、控訴人、上告人）が、A特許を利用した自転車用サドルを代理生産
していた。双方は契約中において、同契約の履行にかかる争いが発生した
際には、中国惠州人民地方裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに同意
する旨の約款を締結していた。Yが代理生産する自転車用サドルの品質が
好ましいものではなかったため、Xは台北地方裁判所に対し、Yが契約に
違反したため、消費者からの返品等による損害を被ったとして、損賠賠償
を求める訴えを提起した。Xは台北地方裁判所には管轄権がないという旨
の抗弁をおこなった。Xの抗弁に理由はあるか。
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（2）　否定説（台北地方裁判所に管轄権があるとする立場）：
民事訴訟法には合意管轄に関する規定が設けられているが、同規定にお

ける合意の管轄裁判所とは、民事訴訟法が事実上規範しうる範囲内におけ
るものを指し、範囲外のものは含まれない。このように解釈しなければ、
当事者がその合意によって我が国の審判権の行使を制限することを許すこ
とになるし、当事者は民事訴訟法の規定により、合意により民事訴訟法の
裁判所を管轄裁判所として適用しないことができるという不合理な状況が
発生してしまう。本件両当事者は契約の履行に係る争いについては中国惠
州人民裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに合意をしているが、同合
意管轄約款は排他的な管轄約款ではないため、台北地方裁判所は管轄権を
有する。
（3）　肯定説（台北地方裁判所に管轄権がないとする立場）：
台湾の裁判所は、中国の裁判所における判決の効力を承認しないわけで

はない。同事件が台湾の裁判所の専属管轄ではなく、中国の裁判所も台湾
人民が合意によって管轄裁判所を定めることを認めている場合、同合意の
効力が発生しないとは言いがたい。同合意がすでに効力を発しており、ま
たそれが排他的な約款であり、当事者も抗弁を行っているのであれば、台
湾の裁判所に管轄権があるとは認めがたい。本件両当事者は契約の履行に
係る争いについては中国惠州人民裁判所を第一審の管轄裁判所とすること
を上記の契約において合意をしているが、もし本件が台湾の裁判所の非専
属管轄であり、大陸の裁判所も双方が合意によって管轄裁判所を定めるこ
とを認め、かつ上記の合意が排他的な合意であるのならば、台湾の裁判所
に管轄権があるとは認めがたい。
（4）　台湾における実務においては否定説が有力である 23）。補足をしておか
なければならないのは、民事訴訟法第 249条第 1項第 2号には、訴訟事件
が受訴裁判所の管轄に属さず、また管轄を持った裁判所への決定による移
管もできない場合、裁判所は決定により原告の訴えを棄却しなければなら
ない旨の明文規定が設けられている。本件において問題となっているのは、
台湾の法権が及ばない中国惠州地方裁判所の管轄についてである。もし、
本件訴訟が中国惠州地方裁判所の管轄に属するのであれば、台北地方裁判

23） 最高裁判所 1996年度台上字第 1880号判決。
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所は、事実上、前述の国内移管規定によって本件を中国惠州地方裁判所に
移管し、審理させることはできないため、原告が台北地方裁判所に訴えを
提起した場合、その訴えは不適法となり、台北地方裁判所に管轄権がある
か否かだけの問題ではなくなるのである。

3．中国の確定判決は認可後に執行力を得るが既判力はない
（1）　近年、最高裁判所は中国裁判所の確定判決に対して厳格な立場を採
る傾向にある。たとえば最高裁判所 2007年度台上字 2531号判決において、
台湾地区與大陸地区人民関係条例は大陸地区における民事確定裁判に係る
規範であり、「裁定認可執行制度」を採択しているが、それは外国の裁判
所または香港、マカオの民事確定裁判については「自動承認制度」を採択
しているために、原則として我が国の裁判所の承認裁判を待たずに自動的
に承認の効果が発生するというものとは異なる、とした。すなわち、台湾
の裁判所による認可の決定を受けた中国の民事確定裁判または仲裁判断に
は、執行力しかなく、台湾の裁判所における確定判決と同様の効力として
の既判力はないことになる。そのため、債務者は同一事件に対する強制執
行手続が終結する以前であれば、請求異議の訴えを再提起することができ
る 24）、と判断した。
（2）　最高裁判所 2015年度台上字第 33号判決は、中国の民事確定裁判お
よび仲裁判断は、たとえ台湾の裁判所の認可を経たとしても既判力をもつ
ことはないため、債務者は同確定判決または仲裁判断についてそれが作成
されるに至った事由に対する請求異議の訴えを提起することができると判
断した。この判決は、前述の最高裁判所判決と一致した見解であるほか、
①香港、マカオの裁判所の確定判決または仲裁判断は台湾地区與大陸地区
人民関係条例第 74条の適用外であること、②立法者は中国の裁判及び仲
裁判断を、香港、マカオを含む外国の判決、仲裁判断と区別し、異なる規
範のもとにおいていること、③同規定は台湾と中国の特殊な関係、民事訴
訟制度および商務仲裁体制が異なったものであることなどに鑑み、台湾の
法制度を維持し、当事者の権益を守るために設けられた特別の制度であり、
中国の民事確定裁判、民事仲裁判断には、執行力しかないことが明確に定

24） その後に出された最高裁判所 2008年度台上字第 2258号、第 2376号判決もま
た同様の見解を採っている。
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められ、実質的な確定力は与えられていないこと、また④その他の法律を
適用することで、大陸地区の民事確定裁判および仲裁判断が我が国の裁判
所の認可を受けた場合は既判力をもつ、というような主張は一切許容して
いないこと、などを認めたものである。
（3）　なお、「最高人民裁判所関於認可和執行台湾地区裁判所民事判決的規
定（最高人民裁判所、台湾地区裁判所民事判決の認可、執行決定に関する
規定（【公布日】2015年 6月 29日【実施日】2015年 7月 1日）第 1条には、
「台湾地区の裁判所の民事判決の当事者は、本規定により、申請者として、
人民裁判所に対して、台湾地区の裁判所の民事判決の認可と執行の申請を
することができる」、同第 2条には、「（第 1項）本規定における台湾地区
裁判所の民事判決には、台湾地区の裁判所でなされたすでに効力を発して
いる民事判決、決定、和解記録、調停記録、支払い命令などが含まれる。（第
2項）本規定は、台湾地区の裁判所が刑事事件においてなした民事損害賠
償で、すでに効力を発している判決、決定、和解記録の認可申請にも、適
用される。（第 3項）台湾地区の郷鎮市調停委員会（区役所など地方行政
機関に置かれた ADR機関）などによってなされ、台湾地区の裁判所によっ
て認可されたことで、台湾地区での裁判所の民事判決と同様の効力を有す
る調停文書の認可の申請についても、本規定を参照適用する」との規定が
設けられている。これらの規定から見る限りでは、中国の裁判所では、台
湾の裁判所の確定判決、決定、および判決と同様の効力を持つ和解、調停
記録などの効力を全面的に承認しているようである。しかし、これらの規
定が実際に実行されているのかについては、関連資料が見つからない。台
湾と中国の裁判所間における判決の承認と執行が、今後どのような発展を
見せるのかについては、引き続き観察が必要である。

五、結論

国際民事事件の保全と執行に係る問題は、台湾における学界と実務にお
いても多くの課題が残されている領域である。本稿では台湾における知的
財産事件とそれに関連した事件の現状を紹介したが、多くの点については
未だ統一された見解が存在していないことはお分かりいただけたと思う。
筆者の能力には限りがあるため、さらなる研究は今後の機会に譲るが、今
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後も台湾と日本の間での交流がよりいっそう進められること、ついては台
湾の国際的に保全と執行法制がより完全なものに近づけるよう期待してや
まない。


