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第八章 台湾知的財産権訴訟に公証制度が使用された判決の紹介 

 

第一節 概論 

 
現在実務上の知的財産権に関する訴訟の中で、智慧財産裁判所の公告した判決を整

理した結果、公証制度が使用された態様には以下のものがあった。（本報告注：先使

用権の争議があった判決に限らない）： 
 
 証拠保全のため、公証人に公開ウェブサイトで当該時間点に目撃した資料のダウ

ンロード・印刷を依頼 

この方法の多くは、ある時間点において存在した私権に関する事実を保存するため

に、公証人に体験してもらうことを依頼するものである。後日、裁判所で時間、時効

に関する主張に資するものとなる。例えば、原告が被告による専利権の侵害を証明す

るために、公証人に被告がインターネット上で権利侵害品を販売しているウェブサイ

トを印刷して、被告が確かに販売の申出をしていた事実を証明することができるよう

嘱託する。また、例えば、被告が原告の専利の無効性を主張しようとする場合にも、

公証人にある論文又は専利（引用例とすることのできる資料）のウェブサイトについ

て公正証書を作成することで、それらの資料が現われた時間点を証明するよう依頼す

ることもできる。 
 
 公証人に特定物の現状について公正証書の作成を依頼 

この方法の目的は、相手が提出した製品の真実性について争うことのないよう、公

証人に事実現状について保存を依頼するものである。例えば、権利侵害品の型番が異

なる、被告が製造したものではない、など被告側に争いがある場合、原告は権利侵害

品を購入した後、公証人の面前で製品の封を開け、権利侵害物の外観、分解後の内部

構造について写真を撮り、公正証書を作成することで、権利侵害品の当時の事実状況

の保存を図る。 
 
 公証人の立会いのもとで製品を購入 

起訴前に公証人に権利侵害品購入の同行を依頼して、被告が確かに権利侵害品を「販

売」していた行為を証明する原告もいる。そうして取得した権利侵害品もまた、公証

人が封印して公正証書の添付とし、後日訴訟が提起された際に、裁判所による嘱託鑑

定のための材料として裁判所へ提出することができる。 
 
 公証人にある著作、契約等のファイルについて公正証書又は認証証書の作成を依

頼 

知的財産権訴訟において、提出した関連ファイルが真正であるかついて双方に争い

があることはよく見受けられることであるため、実務上、原告又は被告は、提携契約
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書、専利権実施許諾契約書、従業員の陳述書及び定期刊行物の論文等の書類について、

署名者が当事者であると確認した上で認証を嘱託し、これらのファイルに形式的証拠

能力を備えさせる、或いは公証人の面前で法律行為を行い、公正証書を作成すること

で、これらのファイルの証明力を向上させることは常である。 
 
現在、智慧財産裁判所とその他の裁判所では、全て上記の公正証書又は認証証書を

証拠とする証拠能力及び実質的証拠力を認めている。特に説明すると、いくつかの事

例で最終的に提出された公正証書又は認証証書の一方が依然として敗訴となったの

は、原告の専利権が無効であった又は被告による権利侵害ではなかった等その他の理

由によるもので、公正証書又は認証証書が証拠能力又は証明力を具えていないという

ことではない。本章第二節～第五節では、上記のよく使用される公証の態様の実際の

判決における応用状況についてそれぞれ紹介していく。また、これらの公正証書の証

拠能力と証明力は全て裁判所から認定されてはいるが、これらの原告又は被告が当該

事例において勝訴判決を獲得したことを表すものではなく、これらの公証又は認証の

方法を訴訟の上で使用できる証拠方法とすることを示すのみである。 
 

第二節 証拠保全のため、公証人に公開ウェブサイトで当該時間点に目撃した資料の

ダウンロード・印刷を依頼 

 

1. 原告による公証制度使用の態様： 

 
智慧財産裁判所民事判決から、原告がかつて公証人に公開ウェブサイトで当該時間

点に目撃した資料をダウンロード印刷し、さらにその資料について公正証書の作成を

嘱託した立証態様について、参考のため以下に挙げる。 
 
(1) 原告は公証人に被告のウェブサイト上の本件製品の模範例動画について公正証

書の作成を嘱託することで、侵害が依然として継続されていることを証明した。

よって、請求権はまだ時効にかかっていない旨主張した。（101 年度(2012 年)民
専上字第 22 号/100 年度(2011 年)民専訴字第 69 号） 

 
(2) 原告は公証を経たウェブサイトにより被告が会社のウェブサイトに被告製品の

製品カタログを掲載していることを証明し、さらに原告側弁護士が発行した権利

侵害通知の警告書簡を受け取った後も、被告が引き続き販売の申立をしていたこ

とを証明した。（101 年度(2012 年)民専訴字第 34 号） 
 
(3) 被告は、鼎鼎聯合マーケティング株式会社が経営する Happy Go オンラインショ

ッピングサイト「http://www.gohappy.com.tw/」及び網元国際情報通信株式会社（以
下「網元会社」という）が経営する「http://www.gomy.com.tw/」で関連製品を販

http://www.gohappy.com.tw/
http://www.gomy.com.tw/
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売した。原告は公証人に上記ウェブサイトの資料を閲覧して印刷し、公正証書の

添付書類とするよう嘱託し、公正証書に添付されたウェブサイトから鼎鼎会社が

多くの同一製品を販売して、ウェブサイト上に「鈦鍺健康飾品専区（鈦鍺健康グ

ッズコーナー）」を設置していることを証明した。（98 年度(2009 年)民専訴字第
30 号） 

 
(4) 原告は公証を経たウェブサイトにより、被告が確かに 2009年 11月 10日から 2010

年 9 月 29 日まで、被告会社のウェブサイトにて型番 870750 号及び 880750 号の
製品セットの販売の申立をしていたことを証明した。（99 年度(2010 年)民専訴字
第 66 号） 

 

2. 被告による公証制度使用の態様： 

 

智慧財産裁判所の判決において、被告がかつて公証人に公開ウェブサイトで当該時

間点に目撃した資料をダウンロード印刷して、さらにその資料について公正証書の作

成を嘱託した立証態様について、参考のため以下のように例を挙げる。 
 
(1) 被告は、中国の公証を経た淘宝網の操作記録書により、本件専利の保護を受けよ

うとする特徴が、本件専利の出願前にすでに中国のオンラインショッピングサイ

トの淘宝網で実物が公開され販売されていたことを証明した。（101 年度(2012
年)民専訴字第 87 号） 

 
(2) 被告は公証人にインターネットゲームのオークション規則のサイトをダウンロ

ード印刷することを嘱託し、当該規則に示されている方法が、本件「値切り式オ

ークション方法」の方法の発明が進歩性を備えていないことを証明できると主張

した。（101 年度(2012 年)民専訴字第 56 号） 
 
(3) 被告は公証役場において、被告の代理人事務所の特許技術者が公証人の引用例サ

イトのダウンロードに協力し、当該ウェブサイトの内容の公開日が本件専利の出

願日より早く、適格な引用例とすることができることを証明した。（98 年度(2009
年)民専上字第 12号/97年度(2008年)民専訴字第 23号/97年度(2008年)民専訴字第
20 号） 

 

第三節 公証人に特定物の現状について公正証書の作成を依頼 

 

1. 原告による公証制度使用の態様： 
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智慧財産裁判所の判決 101 年度(2012 年)民専訴字第 74 号において、原告はかつて公
証人に特定物の現状について公正証書の作成を嘱託したことがあった。原告は特許番

号第 I228060 号「セルフクリンチングナットの成形方法」の発明に関する専用実施権
者であり、被告が製造したナットが当該特許を侵害すると主張した。 
 
被告のナット製品が本件特許の方法を使用して作られたものであることを証明する

ため、原告はセルフクリンチングナットの製造過程について公正証書の作成を嘱託す

ることで、「本件特許のマルチアクションナット成形機を使用してのみ、市場競争力

を有するセルフクリンチングナットを製造することができるため、被告製品は本件特

許を使用して製造したものであると推論できる」ことを証明しようとした。しかし、

裁判所はこれを採用しなかった。これは、当該公正証書が証拠能力を備えないという

訳ではなく、「被告製品が本件特許を使用して製造された」ことを推論できるか否か

であり、この結論は裁判所の裁量権の認定範囲で、その結果裁判所は依然として案件

事実に基づき被告製品は本件特許を使用して製造されたものではないと総合的に認

定した。言い換えれば、当該公正証書は依然として証拠能力を備えており、原告はセ

ルフクリンチングナットを製造する過程を証明できたが、被告も同様の方法を使用し

てナットを製造し得たとの推論はできず、且つ裁判所は当該公証を経た製造過程は依

然として本件ナット製品の製造方法ではないと認めた。 
 

2. 被告による公証制度の使用の態様： 

 
智慧財産裁判所の判決の中で、被告が公証人に特定物の現状について公正証書の作

成を嘱託した例を参考のために、以下に挙げる。 
 
(1) 被告は先ず、台湾苗栗地方裁判所の公証人の立会いを依頼し、乙 6 号証のミシン

の型番を照合し、並びに当該ミシンの解体を実際に体験して公正証書を作成する

よう嘱託した。その他に、被告は公証を経た写真、PFAFF474 部品の分解図、
EIKOPWB-8(22)GW(C)部品の分解図を利用して、本件専利との対比について PPT
を作成し、本件特許が新規性を具備しないことを証明した。（98 年(2009 年)民専
上字第 48 号/98 年度(2009 年)民専訴字第 42 号） 

 
(2) 被告が提出した乙 8 号証（即ち無効審判請求の証拠 2、以下「証拠 2」という）

は司摩科技株式会社が 2000 年に発表した「Web-Guider ウェブブラウザ」マルチ
メディアコンバーターソフトである。被告は台湾台北地方裁判所に所属する民間

公証人に google で「web-guider」のソフトウェアプログラムをサーチしてダウン

ロードし、そのソフトの紹介及び操作フローについて公正証書を作成するよう嘱

託した。当該資料から、当該引用証拠「Web-Guider ウェブブラウザ」コンバータ

ーソフトは 2000 年 7 月 30 日から、「軟體王網站（ソフトウエアキングサイト）」
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（URL:http://www.softkin ?fid3=2876 ）にて公開され、サイトの中で自由にダウン

ロードできるようになっていたことが分かり、適格な引用証拠とすることができ

た。（97 年度(2008 年)民専訴字第 10 号/99 年度(2010 年)民専上更（一）字第 13
号） 

 
(3) 被告は先ず、公証人が体験した記録に添付された権利侵害品の電子顕微鏡の写真

及び拡大図を提出して、その製品が本件専利請求の範囲に属しないことを主張し

た。また、被告は原告の申出により、封印したダンボール箱から CD-R 光ディス

クを公証人が無作為に取り出して権利侵害をしていないかのテストを行った。

（99 年度(2010 年)民専上字第 74 号/98 年度(2009 年)民専訴字第 46 号） 

 

第四節 公証人の立会いのもとで製品を購入 

 

1. 原告による公証制度の使用の態様： 

 
智慧財産裁判所の判決において、原告が公証人の立会いのもと製品を取得し、又は

購入した状況を以下に列挙する。 
 

(1) 原告は、被告に注文した本件製品を受領する際に公証人を同行させることにより、
当該製品が確かに被告の製造及び販売に係ることを証明した。（100 年度（2011
年）民専訴字第 88 号） 
 

(2) 原告は、侵害物である薬品の包装箱の写真、薬品説明書及び記載について公証さ
せ、かつ、病院が消費者に薬品を販売した過程について公証証書を作成させるこ

とにより、被告が無断で侵害品を販売したことを証明した。（98 年度（2009 年）
民專上字第 57 號） 

 
(3) 原告は、公証人の立会いのもと被告会社が製造販売したパソコンを市場から購入

し、さらに鑑定機構に侵害鑑定をさせることにより、本件製品が確かに侵害行為

を構成したことを証明した。（99 年度（2010 年）民專訴字第 27 號） 
 

2. 被告による公証制度の使用の態様： 

 
旧専利法の時代には、専利権者はその製品の包装に専利番号を表示しなければ、損

害賠償を請求することができなかった。智慧財産裁判所 100 年度（2011 年）民專上字
第 2 号民事判決において、被告は製品を購入する際に公証人を同行させ、反証を入手

したことがあり、被告は原告提訴後に、民間公証人を同行し、原告が主張する専利部

http://www.softkin ?fid3=2876
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品を市場から購入し、その製品の外観及び包装には、いずれも如何なる専利番号表示

もないことを発見して、原告が専利表示の義務を履行していないことを主張した。 

 

第五節 特定の文書について公証人に公正証書又は認証証書を作成させる 

 

1. 原告による公証制度の使用の態様： 

 
智慧財産裁判所の判決において、原告が特定の文書について公証人に公正証書又は

認証証書を作成させた状況を列挙する。 

 

(1) 原告は、特許専用実施権許諾契約の公正証書を提出することにより、専用実施権
を取得しており、訴訟の適格な原告であることを立証した。（98 年度民専訴字第
83 号） 
 

(2) 原告は、雇用契約及び公証を受けた従業員宣誓書などを提出することにより、原

告が列挙した設計者が確かに原告の従業員であり、かつ、守秘契約と競業禁止契

約を締結していることをもって、原告が確かに係争知的財産権の権利者であるこ

とを立証した。（101 年度民専上字第 2 号／100 年度民専訴字第 38 号） 
 

(3) 係争特許の元特許権者は、1998 年 5 月 22 日に係争特許権を原告に譲渡し、中央

標準局（現在の智慧財産局の前身）が同年 8 月 19 日に譲渡の登録を許可した。
特許権の譲渡に関して、原告は原本と一致する英語版譲渡契約書及びその中国語

翻訳を証拠として提出し、当該契約書は米国公証人の公証を受けており、かつ、

中央標準局から内容の確認を受けている。その内容には、「譲渡した特許権は、

過去及び／又は将来の、米国及び外国における添付 Aが示す特許権に係わる利益

及び損害賠償請求権を含む」と記載されているため、原告は、係争特許権を譲り

受ける際には、すでに係争特許権に係る権利侵害行為に対する損害賠償請求権を

取得しており、適格な原告である。（99 年度民専上更(一)字第 9 号） 
 

2. 被告による公証制度の使用の態様： 

 
智慧財産裁判所 98 年度民専訴字第 165 号民事判決において、被告は民間公証人が作

成した公正証書を被告証拠 1 号として提出した。当該公正証書には、添付書類として

2004 年 3 月付 A＆S international 雑誌の第 63 号の写しが添付されており、その公開日

が出願日である 2004 年 6 月 7 日より前であるため、適格な先行技術であるとの主張

がされた。 
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原告は、被告証拠 1 号の雑誌の真実性について争い、当該雑誌の内容は公正証書の

添付書類に過ぎず、その真実性が証明されていないと主張した。また、当該雑誌は被

告が引用した製品を掲載しているが、その外観特徴のみを示しており、製品内部の構

造を示しておらず、技術特徴に関する記載もないため、比較することができないとも

主張した。 
 

裁判所は、「訴訟代理人がすでに 2010 年 4 月 28 日に被告証拠 1 号の雑誌の原本を
提出し、裁判所は当該原本を原告の訴訟代理人に提示した後に始めて被告に返還した。

また、原告の訴訟代理人も、被告証拠 1 号に添付される雑誌の写しが原本と一致する

と陳述した。さらに、被告が提出した被告証拠 1 号は、当該雑誌の第 160 ページに記
載の型番 SDM820 ビデオカメラがすでに係争特許の円弧形凹部、台座、周壁、開口端

を有する収容空間、ビデオカメラ本体などの構造特徴を示しており、前記特徴はいず

れも雑誌に記載のビデオカメラの外観に表されているため、従来技術として比較する

ことができ、原告の主張は採用できない。」と説示した。 
 

特に注意すべきは、公正証書の添付書類は、原則として、直接にその真実性が推定

されることである。しかし、この判決においては、被告証拠 1 号の公正証書の添付書

類は「雑誌」であり、かつ、被告が再三にわたってその真実性を争ったため、裁判所

は念のため原告に対して、原本の提出を初めて求めた。しかしながら、これは、公正

証書が公証の効力を有することを意味しない。公正証書の添付書類が紙の形態ではな

い場合、例えばウェブページのプリントアウトを公正証書の添付書類とした場合、当

該ウェブページはデジタル資料であり、かつ、一時的資料でもあるため、裁判所は当

事者に「原本」の提出を求めることがそもそも不可能であり、直接に公正証書の添付

資料の内容の真正を認定することとなる。 

 

第六節 まとめ 

 

前記の判決から分かるように、企業は様々な方法で公証人に体験させ、公正証書を

作成させることにより、訴訟において高い証明力を有する証拠を提出することができ

る。したがって、企業は知的財産権を保護するために、研究開発段階から、実施段階、

訴訟段階まで、随時、公証人に法律行為又は私権事実について公証させ、または文書

について認証させることにより、当該時点に存在していた事実状況又は法律行為を保

全し、争いがあったときに有力な証拠として提出することができる。また、前記の判

決から分かるように、外国公証人による公証又は文書認証であっても、その公証又は

認証の方法は台湾の公証法が規定する制度と一致しているのであれば、裁判所は外国

公正証書の効力を認める。したがって、日本企業は、必要であれば、日本国内で公証

を行い、必要な証拠を保全することも可能である。以下に、原告と被告が異なる段階

において公証人に公証又は認証を求める事実又は書類を図示紹介する。 
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 原告が保存できる証拠 

 

 
 被告が保存できる証拠 

 
  


