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　技術開発の繁栄につれて、オンライン取引は新しいトレンドとなり、オンライ

ン取引を利用することにより、企業が海外でのビジネス領域をより簡単に拡大さ

せることができますが、知的財産権を侵害している商品も流通しやすくなってし

まいました。本文では、オンライン取引と商標や著作権の侵害との関係、及び台

湾では証拠を収集するのにどのような手段を利用できるかについて検討します。

　ネット通販での知的財産権、特に商標および著作権を侵害する商品の販売は、

オンライン取引による知的財産権侵害パターンの一つであり、その商品がほとん

ど外国から輸入されていますので、被害者がいくつかの困難に直面します。それ

は侵害製品のメーカーを特定すること、損失の程度を証明すること、及び海外で

証拠を収集する仕方です。

　上記の困難に対処するために、実務上台湾で以下の方法を利用することができ

ます。まず、被害者はネット通販から侵害品を注文し、その商品を受け取った後、

商品が自分の商標権/著作権を侵害しているかどうかを確認し、荷送人の情報を

入手できます。権利を侵害していることを確認できれば、公証人によりその商品

を宣伝するウェブページを保存するよう依頼して証拠として使用することができ

ます。それと並行して、被害者は自分の権利が侵害された事実を警察に通報すべ

きであり、知的財産権警察（IPRP）が商品を製造する工場もしくは販売会社へ

捜査を行い、またはネット通販の運営に商品の販売数の提供を要求するなどの証

拠収集を行います。

　外国の商品をオンラインで購入することが便利なので、知的財産権侵害事件に

直面することは避けられません。よって、証拠の収集及び知的財産権に関する機

関に助けを求めることは、間違いなく知的財産権を保護するための最も重要なス

テップです。
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 With the prosperity of technology development, online trading has become a brand-

new trend. With online trading, it’s much easier for entrepreneurs to expand their business 
territories overseas ;  however, it also causes counterfeits to spread more quickly. In the following 
paragraphs, focus will be place on the connection between online trading and products which 
infringe upon trademarks and copyrights, along with some useful means for collecting evidence 
of crime in Taiwan.
 Selling infringing products upon intellectual property rights, especially trademarks 
and copyrights, is one of the criminal patterns of online trading. Most of the times, the counterfeits 
are shipped from foreign countries. There are several difficulties for the victims to face with :  
how to identify the manufacturers of the infringing products ;  how to prove the extent of 
damage ;  and how to gather evidences overseas, when the infringing products are imported from 
other countries.
 To deal with the dilemma above, we can take advantage of the ways below which are 
feasible in Taiwan. First, the victims can order the counterfeits from the online shopping platform. 
After receiving the counterfeits, the victims can confirm whether the products are infringing their 
trademark rights/copyrights or not, and obtain the information of the shippers (the potential 
infringers). Second, if the victims can confirm that the counterfeits are infringing his rights, he 
could ask a notary public to preserve the web pages advertising the counterfeits. The notarized 
documents can be used as evidence in litigation proceedings. In the meantime, the victims should 
report the criminal facts to the police. The Second Special Police Corps, formerly known as 
Intellectual Property Rights Police Team (IPRP), will continue the evidence gathering process, 
such as investigating the companies or factories which manufacture these infringing products with 
search-warrant, or requesting the online shopping platform to provide the quantities of actual sold 
infringing products.
 With the convenience of purchasing foreign commodities online, it’s inevitable to 
confront the increasing infringement issues. As a result, to gather complete evidences before 
taking legal actions and to ask the correct public authority for help are definitely the most 
important steps to successfully protect our IP rights.
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