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第九章 実務に関する留意事項及び分析 

 
本章では、実務上多く質問が寄せられる留意事項とそれに対する分析を、以下のよ

うに紹介する。 
 

第一節 先使用権に関する事項 

 

1. 先使用権主張の要件 

 

(1) 専利出願より前に、偽造製品を製造している者がいれば、該偽造者は先使用

権を主張することができるか？ 

 
答： できる。専利出願より前であるため、専利権者はもとより智慧財産局（※台

湾の知的財産主務官庁。日本の特許庁に相当）に専利出願を提出しておらず、

主張できる専利権を有さない。このとき、仮に、その他の者が同じ技術を先

に使用して製品を製造していれば、もとより「偽造」行為を構成しない。つ

まり、専利が存在しないので、偽造しようがないのである。特に注意すべき

は、もし、該人が専利出願より前に係争専利内容の製品を既に公然と使用、

製造、販売した場合、当該後から出願される専利の新規性を喪失させ、無効

となる可能性がある点である。 
 
(2) 特許権、実用新案権、意匠権、これら 3 種類の権利はいずれも先使用権を主

張することができるか？ 

 
答：特許権、実用新案権、意匠権はいずれも先使用権を主張することができる。

現行の台湾専利法（※日本の特許法、実用新案法、意匠法に相当）の、第 59
条の規定を準用する第 120 条の規定によれば、被告は実用新案権について先
使用権に係る抗弁を主張することができ、また、第 59 条の規定を準用する第
142 条の規定により、被告は意匠権についても先使用権に係る抗弁を主張す

ることができ、これらの先使用権の成立要件は特許権の場合と同じである。 
 
 実際、旧専利法でも（先使用権に係る抗弁は旧専利法第 57 条に規定）、特許

権、実用新案権、意匠権の 3 種類の権利はいずれも先使用権に係る抗弁を主
張することができる。第四章第一節の表四の「被告が先使用権を主張した個

別案における権利類別の分析」には、この 3 種類の権利が含まれており、実
務上、この 3 種類の権利案件いずれにおいても確かに先使用権に係る抗弁が
斟酌されていることがわかる 。 
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(3) 仮に、係争専利につき無効審判請求が提起された場合、専利の有効性につい

て行政機関がまだ認定していない情況下で、裁判所は先使用権について審理

を行うことができるか？ かかる情況は、裁判所に、専利が有効であると直

接認定させることになるか？ 

 
答：2008 年 7 月 1 日の智慧財産裁判所成立後、知的財産案件審理法の規定に照ら

せば、智慧財産裁判所は民事案件において専利の有効性について自ら判断す

ることができる。したがって、現在、民事裁判で争われている専利の有効性

に関する訴訟物について行政機関がまだ判断していない情況下で、裁判所が

先使用権について審理を行うことができるかといった問題は存在しない。司

法実務の運用上、現在、裁判所は、以下に掲げる数種類の方式で専利案件の

審理を行う傾向にある。 
 (1) 

 
(2) 

 
専利の有効性又は権利侵害の有無、どちらを先に審理するかにかかわらず、

いずれにおいても、裁判所が「専利有効」、「係争製品は権利侵害を構成す

専利の有効性をまず審理 

専利有効 

権利侵害の有無を審理（係争製品が専利請求
の範囲に含まれているか否か） 

権利侵害範囲に含まれている 

被告の先使用権に係る抗弁が成立するか否か
審理 

権利侵害の有無を審理（係争製品が専利請求の
範囲に含まれているか否か） 

権利侵害範囲に含まれている 

専利の有効性をまず審理 

専利有効 

被告の先使用権に係る抗弁が成立するか否か
審理 
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る」と判示しなければ、先使用権に係る抗弁が成立するか否かを審理するこ

とはできない。言い換えれば、先使用権に係る抗弁は、事実上、被告が自ら

が製造する係争製品の技術内容が専利と同じであることを認め、専利出願よ

り先に既に使用していたと主張するものにしかすぎないため、裁判所の手続

き上、最後にようやく審理される争点なのである。したがって、現在、実務

上、先使用権について判断を下している判決は極めて少なく、本報告では既

に第七章で、その数少ない判決すべてについて詳細に分析し、紹介している。 
 

2. 実務運用 

 
(1) 59 条 1 項 3 号規定の「特許権を留保する旨の声明」において、特定の相手に

通知するのでなく、一般に対して広く周知させる方法はないのか。 

 
答：該声明は広く周知させる必要はなく、発明者から発明内容を知得した者

にのみ通知すればそれでよい。専利法第 59 条第 1 項第 3 号の規定によれば、
特許権の効力は、出願前、既に国内で実施されていたもの、又はその必要な

準備を既に完了していたものには及ばないが、特許出願者がその発明を知っ

てから 6 ヶ月未満で、ならびに特許出願者がその特許権を留保する旨の声明
をした場合は、この限りでない、とある。よって、特許出願者が公衆に向け

て、「まもなく特許を出願する」旨声明する必要は特になく、仮に、特許出

願前に、特許出願者が該技術をその他の第三者に漏洩し知悉せしめたことが

あれば、その場合、特許出願者はまず、該技術知悉者である第三者にその特

許権を留保する旨の声明を出さなければならない。したがって、「特許権を

留保する旨の声明」は、どのようにして特定の相手に通知すればよいのかを

考えることが重要である。 
そして、発明者は「内容証明郵便」を該技術知悉者に郵送し、いつ、どこで

発明内容を開示し相手に知らせたのか、どのような技術内容であるのか、を

説明するとともに、特許の出願権を留保する旨の声明を出すことができる。

内容証明郵便とは、郵便局を通じて発信日及び発信内容を証明する一種の証

明書簡であり、郵送者は郵便局を通じて内容証明郵便を郵送しさえすれば、

全く同じ内容の副本が郵便局に証拠として保管され保存され、将来、紛争が

生じた際に使用することができる。但し、内容証明郵便は台湾領域内から台

湾領域内にしか郵送することができず、外国に内容証明郵便を郵送すること

はできないので、注意する必要がある。 
 
特許権者（又は特許出願者）が、自身が既に該技術知悉者である第三者にそ

の特許出願権を留保する旨知らせたことを主張しようとするのであれば、自

身が確かに特許出願より前に該第三者に通知したことを立証しなければなら
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ない。法律には、かかる通知は書面で行わなければならない、とは規定され

ていないが、もし内容証明郵便で意思表示を行えば、内容証明郵便の副本は、

かつてかかる意思表示を行ったことを示す有力な証拠となる。なぜなら、内

容証明郵便の副本には郵便局の消印、日付及び整理番号が押されており、ま

た先方が受領したことを示す配達証明があるため、訴訟において、特許出願

者が既に権利留保の声明を出していることを証明する強力かつ有力な証拠と

することができる。 
 

(2) 台湾において相手の権利が実用新案で、それに基づく警告書には智慧財産局

の技術報告書が付されている場合、相手権利を無効にする、または先使用権

を主張するため、特に日本の先行技術や日本における相手権利の出願日前の

取引の証拠などを詳細に検討することは有意義か。 

 
答：本質問は 2 つの部分に分けて、以下のように考察することができる。 

(1) 相手側の権利を取り消す：実用新案技術報告は実用新案権の有効性を当然

意味するものではなく、かつ裁判所に対し拘束力はない。実用新案登録出

願日前に世界で公開された資料（専利公報、定期刊行物の論文、既に完成

している製品などを含む）が何かありさえすれば（日本の先行現技術を含

むが、これに限定しない）、すべて該実用新案権の新規性又は進歩性を喪

失せしめることができる。もし、特に日本の先行技術について検討し、な

らびに、該技術が実用新案登録出願日前に公開され、かつ知得できる資料

であるならば、当然、相手側の権利を取り消すのに有益である。 
(2) 先使用権を主張する：やはり有益である。実用新案登録出願日前の自社の

取引証拠資料について詳細に検討することは、先使用権の主張に有益であ

る。但し、依然として、自社が当時生産していた製品と相手側の会社の実

用新案権の内容が同じで、かつ自社が相手側の実用新案登録出願日より早

く販売した事実があり、ならびに台湾に輸入したことを証明しなければ、

先使用権を主張することはできない。仮に、日本領域内でしか使用してい

なければ、依然として、台湾で先使用権を主張することはできない。特許

権又は意匠権についても、以上の主張を用いることができる。 
 

(3) 自社の技術が既に完成しているのだが、相手権利の出願日以前に公開になっ

ていないとき、無効主張はできないが、先使用権は主張できるのか。どのよ

うな証拠が必要か。 

 
答：先使用権の制度設計の目的は、本来、この種の営業秘密方式による技術内容

の保護を守るためであり、該技術内容においては専利出願前に既に公開使用

していた事実を証明することはできない。実務においては、自社が専利出願
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日「より早く」該技術を使用していたことを証明できる証拠を、何でもよい

ので、できるだけ提出する必要がある。 
 

実務上、よく見られる証拠には、自社以外の会社との該製品に係る協議協力

又は代理製造又は調達の契約（技術内容説明が含まれているものを提供でき

れば、より望ましい）、「統一発票」（日本の領収書に相当）、出荷伝票、

関連設備の「統一発票」又は「収據」（※非正規の領収書、単に店が客に発

行する受領書）などがある。もし、その他の自社クライアントが専利出願日

前に購入した製品がまだ残っていれば、係争専利と比較する参考物として提

出することもできる。 
 

(4) 内部や取引先からの冒認出願を防ぐため、また、先使用権を主張するため、

営業秘密としてどのような書類をどのような形で保管しておくのがよいか。 

 
答：もし先使用権を主張しようとするのであれば、技術文書を光ディスクに記録

する又は文書に捺印する方式で公証、封印を行うことができ（注：公証は技

術公開ではない）、これによって当該時点において被公証技術書類が確かに

存在したことを確認する。仮に一連の時間的に連続する文書であれば、全部

の又はセクションに分けていくつかの特定の時点を選んで公証を行うことに

よって、公証していない資料の調査比較基礎として供することができる。実

務上、よく見られる、保存を要する文書には、研究日誌（時間が連続してい

なければならない）、提携又は調達契約などがある。 
 
もし営業秘密を維持しようとするのであれば、文書の秘密性を保持しなけれ

ばならず（たとえば、デジタル文書ファイルにパスワードを設定し、かつ該

パスワードは特定の者しか知らない）、ならびに、内部文書にはすべて「機

密文書」という文字を標示すれば、後日、紛争が生じた際に、該これらの文

書について既に合理的に秘密保持措置を講じていたと主張することができる。 
 

(5) 業者が台湾で外国から輸入した実績により先使用を主張できるか。輸入の規

模、輸入行為の時点の判断など示してほしい。 

 
答：実績の規模と先使用権を主張する範囲に必然的な関係はなく、現在、新たな

改正法には既に、「原事業目的範囲」内においてのみ継続して利用すること

ができる、と規定されており、事業目的が同じでさえあれば、規模は拡張す

ることができる（たとえば、輸入数量を増加するなど）。また、新法では規

定を緩めて、「出願前、既に国内で『使用』されていた」を「出願前、既に

国内で『実施』されていた」と明確に改めてもおり、「実施」という言葉に
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は「輸入」という使用態様が含まれるため、立証時に、輸入申告の時点、商

品カタログ、商品使用マニュアルなどを先使用権主張の証拠として提出する

ことができる。 
 

輸入規模の大小（実績の多寡）は先使用権の主張が成功するか否かに影響を

及ぼさず、同じ技術を「先に使用」したことを証明することができさえすれ

ば、それでよい。但し、先使用権には地域性があるため、台湾に「輸入」し

なければ、台湾で主張することはできない。  
 

(6) 台湾で事業を始めようとする場合、権利（専利、商標）の出願が必要だとい

うことは理解しているが、中小企業で知財マインドが不足しており、出願代

理人費用も高額だと感じる場合、先使用のための証拠を意識して残しておく

ということでよいか。 

 
答：はい。先使用権は消極的抗弁権であり、他人が該技術内容を使用することを

排除することはできないが、自分が同じ技術を使用する際に、他人の専利権

を侵害しないことにできる。本報告では、権利侵害で訴えられた際に先使用

権を主張し、敗訴時に実施料及び損害賠償を支払わなければならないリスク

を避けることができるよう、中小企業が研究・開発、製造の過程で、本報告

で引用した実務判決で採用されたことのある証拠資料を適切に保存すること

をおすすめする。  
 

(7) 証拠は無効審判や先使用権の裁判のとき、一斉に提出しなければいけないの

か。後から出てきた証拠は採用されないのか。 

 
答：第一審時には、口頭弁論終結前であれば、ばらばらに新しい証拠を提出する

ことができ、一斉に提出しなくてもよい。但し、第二審では、新たな証拠の

提出は、台湾民事訴訟法第 447 条の規定によれば、以下に掲げる情況に合致
する場合にのみ、新たな証拠を提出することができる。 

 
(1) 第一審の裁判所の法令違反により証拠が提出されなかった場合。 
(2) 新証拠が第一審の口頭弁論終結後に出現した場合。 
(3) 第一審の訴訟手続で既に提出した攻撃防御方法に対しての補充を行う場合。 
(4) 当該新証拠や新事実につき、裁判所が明白であると判断する事実（顕著な

事実）である、あるいは裁判所がその職務過程で知り得た、又は職権によ

る取調べをすべき証拠である場合。 
(5) その他の当事者の責任に帰すことができない事由により、第一審に証拠を

提出することができなかった場合。 
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(6) 当事者の証拠提出を認めなければ、明らかに公平性を失うことになる場合。  
 

(8) もし、台湾にカタログはあるものの、製品内部の技術内容を判断するための

構造図がない場合、日本の同じ型番号の構造を参照して主張を行うことはで

きるか？ 

 

答：主張を行う機会はあるが、台湾で販売した該製品（カタログ上の製品）と日

本の会社が所有する構造図が同一製品であることを証明する必要がある。も

し可能であれば、該日本の構造図は公証を受けて（日本での公証又は台湾で

の公証、いずれも可）、その証拠能力を強化するのが望ましい。 
 

本報告で研究、検討した実務判決から、原告が、該台湾のカタログ上の商品

と日本の会社が提供する構造図が同じ製品ではないと主張し、争ってくる可

能性があることがわかる。その場合、おそらく、当時カタログの印刷企画を

担当した者及び構造図を制作した者が出廷して証言するか、あるいは、裁判

所が第三者機関に該カタログと該構造図を送って鑑定を行わせて結果を確認

しなければならないが、依然として主張可能な訴訟戦略の一種ではある。 
 
(9) 自社の商標が著名である場合（台湾以外でも）、他人から権利侵害されたと

き、または自社が先使用権を主張するときに、台湾における著名性を主張す

ることが他の証拠より有効であるということはないか。 

 
答：はい。該商標がもし台湾で商標登録しているのであれば、商標権侵害を主張

することができ、商標登録していなければ、先使用権を主張することができ

る。商標の先使用権も地理的制限がある。したがって、商標が「著名」であ

るか否かは、実務上、該商標が「台湾領域内」で著名であるか否か評価する

必要がある。かつて、外国で著名な商標（台湾で商標未登録）が、台湾で侵

害を受けたと主張したものの、該商標は「台湾で」著名とは言えなかったた

め、侵害が）成立しなかった事件がある。 
 

第二節 公証制度に関する事項 

 

(1) ビデオ、オーディオにより、証拠を映像化、音声化して公証し、残すことは

可能か。その際の留意点は何か。 

 

答： 映像、音声証拠の使用時は原告がどの種類の専利を主張しようとしているの

か見て、それから公証人に該映像、音声ファイルを体験させた後、事実記録

を作成させ、光ディスク又は USB メモリなどの保存媒体に記録し、公証人に
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公正証書の添付物として封印させれば、該これらの映像、音声証拠を保存す

ることができる。方法特許を保存しようとする場合、製品製造過程の映像を

撮影することができる。物品特許を保存しようとする場合、物品を分解し、

内部構造を写真撮影することができ、かつ全分解過程の映像を撮影記録する

ことができる。このほか、必要があれば、公証人に YouTube 又はその他のプ
ラットフォームで権利侵害製品を展示又は操作する映像を閲覧してもらい、

かつ該映像ファイルをダウンロードして公正証書の添付物として保存するこ

ともできる。 
 
もし訴えが提起された後に公証を行った映像、音声証拠であるならば、出願

日より前に該製品が依然として同じ規格で製造されていたことを証明しなけ

れば、訴えが提起される前の時点で既に関連事実が存在していたことを確認

することはできない。このとき、公証人に依頼して、訴えを提起する前と後

の製品が同じシリアルナンバー、製造方式、規格書又は操作マニュアルなど

を有し、これらがいずれも改変されていないことを、併せて公証説明しても

らうことで、該公正証書の証明力を強化する必要がある。企業は重要な技術

の研究、開発時に、できるだけ早く公証手続きを行って資料を保存し、専利

出願日より早い公証時点を取得することをおすすめする。 
 

 
(2) 証拠を残す際に外部への流出を防ぐため、社外に出したくないとき、公証人

は社内で公証が可能か。 

 
答： 可能である。しかし、作成した公正証書は依然として原本を公証人の事務所

に保管し、後日の照会に備えなければならないので、全く証拠を攜出しない

ということはありえない。公証人は法により秘密保持義務を有しているため、

公証人が秘密を漏洩することを心配する必要はなく、仮に、公証人に秘密漏

洩の情況があれば、法により損害賠償責任を負わなければならない。民間の

公証人であれば会社内部で公証を行ってもらうこともでき、その効力は裁判

所の公証人と同じで、時間の面でも比較的融通がきくので、おすすめする。  
 
(3) 書類として証拠を残し、その日付、会社の公印をもって証拠とするにはどの

ようにすればよいか。それともその書類を箱に封をして公証をしてもらう必

要があるか。 

 
答： 実務上よく見られる証明力を高める保管方式は、割り印を押す、日付の連続

性に注意する、誰かが書類を訂正した場合には該訂正箇所に署名する、誰か

がチェックを行ったのであれば署名するとともにチェック日を注記する…な
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どがある。公証人に依頼して封緘、公証作業を行う必要があるかどうかは該

文書の重要性を見て決定することができ、これらの日付を注記し、会社の公

印を押した書類を保存することで、「公証時」に該これらの書類が既に存在

していたことを証明し、日付印、会社印の信用度を高め、後日、訴訟時に公

正証書によってこれらの日付が訴訟に際して捏造されたものではないことを

証明することができるので、おすすめする。もしすべての書類について公証

を行うことができなければ、特定の重要な時点をいくつか選んで文書又は資

料の公証を行い、後日、訴訟において、段階に分けて公証を行った時点の連

続性を以て互いに照合することができるので、おすすめする。 
 
このほか、もし会社の書類資料がデジタルファイルで、紙ベースのものがな

く、日付を注記し、署名して、それが存在する時点を証明したいと考えるの

であれば、台湾「デジタル署名法」（※中国語名称は「電子簽章法」）の方

式を参照して保存を行い、特定の情況下で書面及び正本と同じ効力を有する

ことができる。 
 
(4) 外観からでは分からない構造などを証拠として保管するには、分解して公証

することが必要か。それとも製品自体を公証して必要時に公証人に分解して

もらうことが可能か。 

 

答： 2 つとも実務上実行可能な方法である。前述の裁判所判決において、当事者

は公証人に依頼して物品自体に対し公証、封印を行うことができ、後日、裁

判所が証拠を調査する際、裁判所が委託した専門家が、公証人が封をした箱

から物品を取り出して分解、鑑定を行うことで、鑑定対象物品の証拠能力及

び証明力を確保することに言及している。また、別のよく見られる方法は、

もし、該製品のある特定の時点での外観と内部構造を保存する必要がある場

合、技術スタッフが公証人の目の前で分解し、公証人がそれを見聞して、事

実記録を作成し、ならびに内部構造を写真撮影し、分解プロセスの映像を撮

影し、光ディスクに記録して、これらを封印して公証物の添付物とすること

ができる。  
 
(5) 今後、公証・認証をこういう風に使ってはどうかという提案はないか。 

 
答： 既にご説明した公証と認証の区別、効力などの特色に基づいて、企業は異な

る法律行為と書類について下表のように公証又は認証いずれの方式を採るか

決定することができる。 
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特色 公証 認証 

使用

形態 
1. 文書の内容が真実であることを確

認しなければならない。 
2. 特定の日付を保存しなければなら

ない。 
3. 公証の内容は文書にしない。（ex.

光ディスク、ビデオ・オーディオ資

料、ウェブページ、製品、製造過程

等） 

4. 私文書の署名又は捺印の正本は
コピーと相違ないこと。 

5. 翻訳文は原本の文意と相違ない
こと。 

6. 法律行為は既に作成されている
が、事後に法律行為を追認するこ

と。 

使用

事例 
1. 授権、贈与、貸借、和解、委託製造、

調達契約等、公証人の前で契約を締

結することが可能。 
2. 銀行貸金庫の開封、ウェブページの

公証、公証人への製品購入時の同行

依頼、データを記録した光ディスク

又は文書の封印公証、製品の製造過

程の公証等。 

3. 陳述書、宣誓書、誓約書、証明書
等、各種締結済の契約に対してそ

の署名の真正を確認すること。 
4. 商品のカタログ、雑誌等の正本は

コピーと相違ないこと。 
5. 日本の規格書の内容が台湾の翻

訳文と相違ないこと。 

 
(6) 公証人以外で裁判において有効な証人になりうる者は誰か。 

 
答： 通常、証言の信用度が比較的高くなるため、会社内部の者（たとえば、会社

従業員など）ではない者（即ち、外部の第三者）を証人とすることをおすす

めしている。 
 弁護士：たとえば、契約締結に立ち会った弁護士の証言は、一定の信頼

度を有する。詳しい内容は、第六章第七節 1.を参照されたい。 
 専門家や学者：たとえば、研究開発に参加した外部顧問、又は技術意見

報告書を作成した者。 
 興信所スタッフ：たとえば、興信所のスタッフに依頼して調査を行い、

権利侵害製品を合法的に購入して証拠物として取得した場合、訴訟に該

興信所スタッフを出廷させて証言させ、その製品取得過程を証明するこ

とで、権利侵害製品の証拠能力と証明力を高めることができる。 
  


