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第三章 台湾特許先使用権制度要件の分析 

 

第一節 条文構成要件の概要 

 
台湾専利法上の先使用権明文規定は第 59 条第 1 項第 3 号に置かれている。 
「I. 特許権の効力は、次の各号の事項には及ばない。 
1．商業目的ではない未公開行為。 
2．研究又は実験を目的とする、発明を実施するに必要な行為。 
3．出願前、既に台湾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。ただし、特許出願権者からその発明を知ってから 6 ヶ月未満で、かつ特許
出願権者がその特許権を留保する旨の表明をした場合はこの限りでない。 
4．単に国境を通過するにすぎない交通手段又はその装置。 
5．特許出願権者ではない者が受けた特許権が、特許権者による無 効審判請求のため
に無効になった場合、その実施権者が無効審 判請求前に善意により台湾内で実施し

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。 
6．特許権者が製造した又は特許権者の同意を得て製造した特許物品が販売された後、

当該物品を使用する又は再販売する行為。前記の製造、販売行為は台湾内に限らない。  
7．特許権が第 70 条第 1 項第 3 号の規定により消滅してから、特許権者が第 72 条
第 2 項に従い特許権の効力を回復させ、かつ、公告が行われるまでに、善意で実施

していたもの、又はその必要な準備を既に完了していたもの。  
II. 前項第 3 号、第 5 号及び第 7 号の実施者は、その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」。 
 
上記条文から、台湾で先使用権を主張しようとする場合、以下の要件を充たさなけ

ればならないことがわかる。 
1．特許出願前に先使用行為があった 
2．先使用行為が台湾内で生じた 
3．特許を実施していた又は実施に必要な準備を既に完了していた 
4．特許出願者からその発明を知ってから 6 ヶ月以上経過しており、かつ特許出願者

がその特許権を留保する旨の表明をしていない 
5．原事業目的範囲内のみでの継続利用 
 
上記要件をさらに適格の先使用権者、条件及び範囲に分類し、次の節で詳しく説明

する。 
 

第二節 台湾の先使用権構成要件の分析 
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1. 先使用権者適格 

 

先使用権を主張する者は、他人が特許を出願する前に特許を実施していた、又は実

施に必要な準備を完了していた者でなければならない。「善意(in good faith)」を先使
用権の要件として特許法に明文規定している国もあるが、善意についての特別規定が

なく、かつ比較的寛容な態度をとっており、たとえ特許出願権者から発明内容を知っ

たとしても、一定の条件を充たせば、依然として先使用権を主張できる国もある。あ

る国では、特許出願者から（発明内容を）知った場合、先使用権を主張することがで

きず、例えば米国では、先使用権者は特許出願権者から技術内容を知得することがで

きず、かつ善意の先使用でなければならず、解釈上、善意であるか否かについて厳し

い解釈基準を採用している。また、日本の規定には、先使用者は該発明を自分で創作

するか、若しくは、発明者又は特許出願者から該発明を知得したものの、該技術又は

設計内容がまもなく専利出願されることを知らなかった場合にのみ、先使用権を主張

することができる、との制限が設けられている。言い換えると、発明者から発明内容

を知った者が、該技術内容がまもなく特許出願されることを明らかに知っていさえす

れば、いつ実施したかにかかわらず、使用権を主張することはできない。したがって、

日本の特許法には、実質的に依然として、先使用者は善意でなければならない（特許

権又は特許出願案の存在を知らない）とする制限条件がある。 
 
台湾専利法第 59 条の文面から、第 3 号の先使用権についての規定には、先使用者は

「善意」でなければならない、と規定されていないことがわかる。仮に、特許権者が、

先使用者が特許出願者の発明を知悉していたことしか証明できなければ、先使用者に

悪意があると認定するには不十分である。この場合、台湾専利法の規定によれば、も

し特許権者が権利を留保する旨表明したものの、6 ヶ月以内に特許を出願しなければ、

（該 6 ヶ月の）期間満了後、知悉者は該発明を実施することができ、先使用権を享有
することができる。 
 

言い換えると、技術内容を特許出願権者から知得した者であっても、特許出願権者

が権利を留保する旨表明しなかった場合には、該知得者は出願日前に該発明を実施す

ることができ、先使用権を享有することができ、6 ヶ月の期間が満了するのを待つ必

要はない。もう 1 種類の情況は、特許出願者が権利を留保する旨表明したものの、6
ヶ月以内に特許を出願しなければ、期間満了後、知得者は該発明を実施することがで

き、かつ先使用権を享有することができる。 
 
台湾専利法第 59 条の法改正理由には、「出願日前に公開されたものの、改正条文第

22 条第 3 項の規定に合致しない特許出願者の発明は、依然として 6 ヶ月の優遇期間を
有する。ゆえに、特許出願者がもし既に、その特許権を留保する旨表明しているので

あれば、当然、特許出願者の権益を優先的に保障しなければならない。即ち、特許出
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願者からその発明を知得した者は、知得後 6 ヶ月以内に行った実施行為に対し、先使

用権を主張することができない。これは、ドイツ特許法第 12 条第 1 項の規定を参照
して改正したものである。本号にいう特許出願者には、実際の出願者及びその前権利

者が含まれる」と指摘されている。このことから、台湾専利法の先使用権規定にいう

特許出願者には、解釈上、実際の出願者及びその前の権利者が含まれ、かつ 6 ヶ月の
猶予期間が過ぎた場合、特許出願者から発明を知得した者も先使用権を主張すること

ができ、これは米国や日本の特許法に「特許を出願しようとしている技術内容である

ことを明らかに知っていた場合、先使用権を主張することができない」旨の明文規定

が置かれている情況と異なる。 
 

2. 先使用権の範囲 

(i) 適格の特許技術分野 

 
改正前の台湾専利法第 57 条第 1 項第 2 号但書きに規定されている「特許出願権者に

よってその製造方法を知らされ…た場合」という文言は、製造方法特許にしか通用し

ないとの誤認を生じやすい。そこで、現行の台湾専利法では当該部分を修正し、「但

し、特許出願者がその発明を知ってから」と改め、先使用権適用対象には物品に係る

発明及び方法に係る発明が含まれることを明示することで紛争を防いでいる。 
 
また、台湾専利法第 120 条及び第 142 条の規定によれば、実用新案登録及び意匠登
録いずれにも第 59 条の規定が準用される。ゆえに、実用新案登録及び意匠登録につ

いて、もし先使用者が第 59 条に規定される要件に合致するのであれば、先使用権を

主張することができる。 
 

(ii) 「原事業目的範囲」の定義 

 
改正前の特許法第 57 条37の規定に照らせば、先使用者は原事業内でのみ先使用権を

                                                        
37 （旧）台湾専利法第 57 条「特許権の効力は、次の各号の事項には及ばない。 

1．研究、授業又は試験のためにその発明を実施し、非営利の行為である場合。 

2．出願前、既に国内で使用されていたもの、又はその必要な準備を完了していたもの。但し、出願前

6 ヶ月以内に特許出願権者によってその製造方法を知らされ、かつ特許出願権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。 

3．出願前、既に国内に存在した物品。 

4．単に国境を通過するにすぎない交通手段又はその装置。 

5．特許出願権者ではない者が受けた特許権が、特許権者による無効審判請求のために無効になった場
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主張することができるが、「原事業」の定義については見解が分かれていた。ある者

は「先使用権の目的は、先使用権者による特許技術大量使用の奨励ではなく、先使用

権者の投資の保障にある。したがって、その先使用権の範囲は特許出願日前の原事業

規模を超えてはならず、かつ原事業における継続的使用に限られ、他人に実施許諾し

て使用させることはできない」と主張し、また、実施規模を拡大できるかどうかに関

して、改正前の特許法には明確に規定されておらず、わずかに、「原事業」内での使

用、と規定されているだけであったため、「条文の文意より解釈するのであれば、原

生産経営範囲内でさえあれば、実施規模を拡大することができると解釈することがで

きる。もし、先使用権者が既存の生産規模を維持することしかできないのであれば、

先使用権者は特許権者と公平に競争することができない可能性があり、そのせいで市

場から淘汰される可能性さえある。これは先使用権者の商業投資を保護するという立

法趣旨にかえって反する」と主張する者もいた38。  
 
現行の台湾専利法では、「その『原事業内』で継続して使用する場合に限られる」

という文言を、「その『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」と改正した。解釈上、改正後の言い回しの定義は明らかにより緩やかなものと

なっている。したがって、先使用者が原事業目的範囲内で生産規模を拡大する場合に

は、依然として先使用権を主張することができると解釈しなければならない。 
 

(iii) 多国籍企業の適用 

 
特許権は属地的性質を具えているため、各国の主務機関に出願しなければならず、

審査を経たうえで特許権を獲得することができる。したがって、多国籍企業の外国の

本社又は支社が、外国で特許権に係る技術と同じ技術内容を実施し、台湾では実施し

なかった場合、台湾で先使用権を主張することはできない。たとえば、日本の会社が

日本である装置を発明したが、該装置の技術内容について台湾では特許を出願せずに

営業秘密で保護し、かつ日本で製造及び販売を行った場合、もしその後台湾の自然人

又はメーカーが同一の装置を発明し、台湾で特許を出願したのであれば、該日本の会

社は該技術内容を発明した時期は該台湾の自然人又はメーカーより早くても、その先

                                                                                                                                                                             

合、その実施権者が無効審 判請求前に善意により台湾内で実施していたもの、又はその必要な準備を

既に完了していたもの。               

6．特許権者が製造した又は特許権者の同意を得て製造した特許物品が販売された後、当該物品を使用

する又は再販売する行為。前記の製造、販売行為は台湾内に限らない。 

前項第 2 号及び第 5 号の使用者は、その原事業内で継続して使用する場合に限られる。又前項第 6 号

における販売できる区域は、裁判所が事実に基づいて認定する」。 

38 前記注 11、p.61〜62。 



 

 
34 

使用行為はいずれも「台湾」領域内ではなく日本国内であるため、台湾で先使用権を

主張することができない。該日本の会社の台湾支社又は子会社が台湾で該装置に係る

技術を先に使用していたのでなければ、先使用の行為は日本でしか生じていないため、

台湾の支社又は子会社も先使用権の抗弁を行うことはできない。 
 

(iv) 先使用権の範囲は再発明特許に及ぶか否か 

 
いわゆる「再発明」とは、旧台湾専利法第 78 条39の規定によれば、他人の発明又は

実用新案の技術内容を利用して完成した発明を指す。言い換えると、再発明とは、原

有の特許権に係る技術において二次的に研究され得られた発明である。もし再発明の

内容を実施するのであれば、原有の、基礎となった原特許権の範囲内に含まれるのを

免れることはできない。再発明の発明者が、その再発明技術を合法的に実施するため

には、原特許権者から実施許諾を受けなければ再発明にかかる技術内容を実施するこ

とができない点についても、各国の特許法の規定により、条件つきで、再発明者が強

制実施権の付与を請求することができるよう規制が緩和される。しかし、原特許権範

囲（発明 A）内で先使用権を主張することができる先使用者が、仮に、該発明（発明

A）についてさらに一歩踏み込んだ研究を行って再発明（発明 A’）を二次的に生み出
した場合、先使用者は再発明（発明 A’）についても先使用権を主張することができ、

原技術（発明 A）について特許権者の実施許諾を受けなくてもよいのかどうか？ 原

発明（発明 A）は再発明である発明 A’と同一性を有するため、先使用者が仮に「自分」

の発明を実施して後続の研究を行うのであれば、事実上、「特許権者」の発明を実施

して後続の研究を行うのに等しいが、再発明（発明 A’）の成果について、先使用者

は直接実施することができるのかどうか？ 若しくは、先に特許権者の実施許諾を受

                                                        
39 法改正前の台湾専利法第 78 条「 

I. 再発明とは、他人の発明又は実用新案の主な技術内容を利用して完成した発明を指す。 

II. 再発明の特許権者は、原特許権者の同意を得なければ、その発明を実施することができない。 

III. 製造方法の特許権者は、その製造方法により作成した物品が他人の特許に係るものである場合、該

他人の同意を得なければ、該発明を実施することができない。 

IV. 前二項の再発明の特許権者と原特許権者、又は製造方法の特許権者と物品の特許権者は、協議によ

り交互に実施許諾することができる。 

V. 前項の協議が成立しない場合、再発明の特許権者及び原特許権者又は製造方法特許権者及び物品特

許権者は、第 76 条の規定により強制実施を請求することができる。但し、再発明又は製造方法発明に

係る技術は、原発明又は物品の発明と比べて明らかに経済的意義を有する重要な技術上の改良である

ものに限り、再発明又は製造方法の特許権者が強制実施を請求することができる。再発明又は製造方

法の特許権者が取得した強制実施権は、その特許権と共に譲渡、信託、相続、実施許諾又は質権の設

定をしなければならない」。 
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けなければ実施することができないのか？ 現時点では台湾専利法には明文規定が

置かれていない。 
 
法改正前、学説では、「先使用権の立法趣旨から見れば、実施許諾を受けずに直接

実施できる」との見解が示されていた40。前節の説明から、先使用権の範囲は、先使

用権者がその事業目的内において、発明の同一性を有する範囲内にさらに利用するこ

とに及ぶことがわかる。先使用権の範囲に、先使用者のその原発明に対するさらなる

利用が含まれる以上、そのさらなる利用の成果が、原発明技術を超える成果を創り出

し、いわゆる「再発明」となる可能性が極めて高いことがわかる。先使用者の視点か

ら出発すると、それが金銭及び時間を投じて得た成果は、たとえ特許権を取得してい

ないとはいえ、財産権の角度から言えば、先使用者はその発明成果について依然とし

て財産権を有する。したがって、先使用者は、当然、その発明を存分に利用すること

ができ、かつ行った再発明もこのなかに含まれるべきである。まして、産業の角度か

ら言えば、ある段階の研究開発成果を、次の段階の研究開発成果の基礎として、引き

続き改良又は研究開発に従事する情況はよくあることである。先使用者がその発明に

対しさらに一歩踏み込んだ再発明を行うのを許可しないのであれば、先使用者の利益

を十分保護できないように思われる。このほか、仮にこれらの先使用者が再発明を行

い、該再発明が原特許権に対し侵害を構成するのであれば、このような結果は、既に

時間及び金銭を投じて研究開発に従事し、さらには、より早い時期から原技術を発展

させてきた先使用者にとって決して公平ではないように思われる。先使用者に十分な

保護を与えることを考え、学説では、再発明は先使用権の権利範囲に含まれなければ

ならないと認めている。 
 
現行の台湾専利法の規定では、再発明と強制実施許諾の条文を改正し、再発明の定

義を削除し、強制実施許諾に係る規定のみを以下のように残した。 
 
現行の台湾専利法第 87 条「I. 国家の緊急危難又はその他の重大な緊急事態に対応す
るため、特許主務官庁は、緊急命令又は中央目的事業主務官庁の通知に従い、必要な

特許権を強制的に実施許諾し、かつ、迅速に特許権者に通知しなければならない。 
II. 次の各号のいずれかに該当し、強制的に実施許諾する必要がある場合、特許主務

官庁は申請により、強制的に実施許諾することができる。 
1．公益を増進するための非営利目的の実施。 
2．発明又は実用新案の実施が、それ以前の発明又は実用新案に対する侵害をどうし

ても避けられず、かつ、それ以前の特許権又は実用新案権と比べて経済的意義を有す

る重要な技術上の改良である場合。 
3．特許権者が競争制限又は不正競争の事情を有し、裁判所による判決又は公平交易

                                                        
40 前記注 2、p.191 以降。 
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委員会による処分を受けている場合。 
III. 半導体技術の特許について、強制実施許諾を申請するものは、前項第 1 号又は第
3 号に規定する事情に該当するものに限る。 
IV. 第 2項第 1号又は第 2号に規定する強制実施許諾を申請された特許権については、

申請者が合理的な商業条件を提示したにもかかわらず、 相当の期間内に実施許諾に

ついて協議が成立しなかったものに限る。 
V. 第 2 項第 2 号の規定により強制実施許諾を申請された特許権について、その特許
権者は、合理的な条件を提出して、申請者の特許権について強制実施許諾を請求する

ことができる」。 
 
上記条文から、現行の専利法には再発明の態様が明確に規定されていないため、た

とえ先使用者が自身の発明に基づいて研究を行ったとしても、依然として第 87 条第 2
項第 2 号の範囲に含まれる可能性があり、特許権者の同意を得なければならないこと
がわかる。ならびに、再発明の特許権者は主務機関に対し原発明の特許権について強

制実施許諾を申請することができると規定されており、このことから、より先進的な

技術を実施することができないといった事態を回避するため、国は産業発展の促進と

いう目的に基づいて、一定の条件下で再発明者が強制実施許諾を申請することを認め

ていることがわかる。先使用権が再発明技術に及ぶかどうかは検討する価値のある問

題である。 
 
上記立法について見ると、「他人」の特許に基づいて研究開発を行う再発明者であ

るかどうか、あるいは「自分の」発明に基づいて研究開発を行う先使用権者であるか

にかかわらず、特許技術に基づいて延伸された発明でありさえすれば、いわゆる「再

発明」を実施しようとする者に実施許諾を受けさせる傾向にあるようである。法条で

は、研究開発した技術を実施することができないといった事態を回避するため、再開

発者に対し強制実施許諾を申請できる余地を与えているものの、依然として、特許権

者が基本的な保障を得ることができるよう、再発明者は特許権者と合理的な商業条件

を協議しなければならないとする規制を設けている。台湾専利法には、先使用権の範

囲が再発明に及ぶかどうか明文で規定されていないものの、本報告では、学説と同じ

ように「先使用権は再発明に及ぶ」と認定するのではなく、やはり、先使用権の要件

に立ち戻って実質的に認定を行うことによって、特許権者及び先使用者双方の権益保

障の均衡を図るべきであると考える。(1)仮に該再発明の完成時期が特許出願日より早

ければ、先使用者は原発明及び再発明いずれについても先使用権を主張することがで

きる、(2)仮に該再発明の完成時期が特許出願日より遅ければ、原技術の先使用者は依
然として特許権者の実施許諾を取得しなければ再発明を実施することができない。上

記 2 種類の情況を以下のように図示している。 
 
再発明の完成時期が特許出願日より早い：技術 A及び技術 A’いずれに対しても先使
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用権を主張することができる。 
 

 
再発明の完成時期が特許出願日より遅い：先使用者は技術 A に対して先使用権を主

張することができ、技術 A’に対しては先使用権を主張することができない。 
 

 
 

3. 先使用権主張の前提 

(i) 「必要な準備」の定義 

 
現行の台湾専利法第 59 条に照らせば、先使用権を主張しようする場合、出願前に既

に国内で実施されている又は必要な準備を完了している必要がある。 
 
実務上、出願日前に「既に実施されている」という要件に関しては、製品の売買に

関する署名済みの契約書、製品サンプル、買い手又は委託製造先メーカーの法廷での

証言、宣誓書、雑誌、定期刊行物、著作権証書、計算書、注文書、設計図、写真サン

プル、製品カタログ、帳簿、国家認証又は品質検査の申請に係る申請資料見本及び品

質証明書、貿易雑誌の広告などの資料を提出してこれを証明することができる。 
 
しかし、いわゆる「必要な準備」について、法条には明文で規定されておらず、学
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説又は実務から判断基準を導き出さなければならない。 
 
台湾経済部智慧財産局が作成した特許侵害鑑定要点には41「『必要な準備が完了して

いた』とは、同様な物品の製造又は同様な方法の使用のために国内で必要な準備を既

に完了していたことをいう。必要な準備とは、客観的に認定される事実であり、たと

えば、相当な投資をしたこと、発明の設計図を完成したこと、また、発明を製造する

設備若しくは治具を製造又は購入したことなどが含まれている。主観的に発明の実施

準備をしたこと、また、実施用の装置を購入するために銀行に借金することだけでは、

必要な準備が既に完了していたとは言えない」と指摘されており、客観的に認定でき

る事実さえあればこれに属す。企業においては上記に掲げたすべての行為を完了しな

くても先使用権を主張することができ、そのうち 1 以上の行為が客観的に認定される
事実でありさえすればそれでよい。 
 
前記特許侵害鑑定要点は新特許法施行前に定められたものであるが、現行の新専利

法にも先使用権については依然として「必要な準備」という条件制限があるので、該

要点は「必要な準備」の定義を解釈する際に依然として参考にすることができる。 
 
実務上、判決でも上記の認定方式に係る見解が援用されている。台中地方裁判所の

96 年（西暦 2007 年）度智字第 33 号民事判決42は特許侵害鑑定要点の「必要な準備が

完了」についての定義を引用し、「被告は係争特許出願前、係争の機械を既に準備し、

ならびに使用した事実がある」と判示し、かつ経済部智慧財産局の特許無効審決書も

これと同じ見解を示しており、さらにそれを理由に「係争特許の請求項 1〜17 の技術
構造は既に出願前に公然使用されている」と認定し、さらに「係争特許は新規性を備

えておらず、特許は取り消されなければならない」と判示した。以上から、裁判所が

個別案において、被告が特許出願日前に「係争の機械を既に準備し、ならびに使用し

た事実がある」ことは、「必要な準備」の完了に属すと判断し、被告は先使用権を主

張することができると判示していることがわかる。 
 
実務上、いわゆる「必要な準備を完了」は、技術上の準備、生産上の準備及びサン

プル試作の完了の 3 段階に分けて定義することができる。「技術上の準備」を証明す

るために、製品規格書、新製品設計書などを提出することができ、「生産上の準備」

を証明するために、当該製品の生産に必要な各種機器設備、専用の工具又はモジュー

ルの準備又は購入などの事実に関する資料を提出することができ、「サンプル試作の

完成」を証明するためには、サンプルが検査を通過し、使用及び製品規格書の要求を

                                                        
41智慧財産局ホームページで提供されているデジタルファイルの p.10 を参照：

http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=285950&ctNode=6727&mp=1（最終アクセス日：2013 年 12 月 24 日）。 

42 第四章第二節 5.で詳しい判決内容を紹介。 

http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=285950&ctNode=6727&mp=1
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充たしたことなどを示す資料を提出することができる。 
 
先使用権の規範目的からみれば、先使用権を主張するのに 3 段階すべての完了を必

要とはしない。その準備行為が特許の実施に必要であることを証明できさえすればそ

れでよい。現在、実務上先使用権の事例に言及している裁判所判決の多くは、機械を

既に完成している、さらには生産又は販売を既に開始している事例（「統一発票」を

証拠とする）を以て、被告は特許出願日前に既に必要な準備を完了している、と判示

している（先使用権に係る判決事例に関しては、後で詳しく述べる）。 
 

(ii) 適格の先使用行為 

 
台湾専利法第 59 条第 1 項第 3 号には、特許権の効力は「出願日前、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、と規

定されている。この「出願日前に既に国内で実施していた者又はその必要な準備を既

に完了していた者」の定義は、技術を研究開発していた者又は先使用者本人にしか及

ばないのか？ あるいは、該先使用者がその他のメーカーに請負に出し、その他のメ

ーカーが同様の技術で委託製造を行う場合も依然として先使用権を主張することが

できるのか？ 
 
もし、ある企業が特許権者の特許出願前に自ら使用し、又は準備を行って先使用権

を取得するのであれば、該企業が仮に代理製造会社に製造行為を委託する場合、該製

造行為は発注会社自身の使用行為と見做され、先使用権を主張することができるのか

どうか？この点に関して、台湾経済部智慧財産局の特許侵害鑑定要点43には「『国内

で使用する』とは、国内で特許と同様なものを製造する、又は同様な方法を使用する

ことをいう。同様なものの販売、使用、輸入、又は同様な方法で直接に製造した製品

は含まない（注：この部分は旧法の規定であり、新法では既に先使用権の実施態様が

特許権実施態様にまで拡張されている。この点については後で改めて詳述する）。但

し、自らの製造に限らず、他人に製造を委託する場合も、本規定を適用し、受託の製

造も先使用権の範囲内とする」と言及されている。このことから、もし発注会社が特

許出願日前に既に該技術の実施を開始していた又は必要な準備を完了していたので

あれば、たとえ特許出願日の後に該発注会社が他人に代理製造を委託して該発明内容

を使用させ産品を製造させたとしても、該代理製造会社は発注会社の手足の延長と見

做され、該発注会社は依然として先使用権を主張することができる。 
 

                                                        
43 前記注 41。 
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(iii) 先使用行為開始の基準時 

 
台湾専利法第 59 条には、特許出願日の前に、先使用者は、既に実施していた又は必

要な準備を完了していたなどの先使用行為を有する必要があると規定されている。特

に注意しなければならないのは、該実施行為又は準備行為は特許出願前に既に行われ

ていなければならず、しかも出願日まで継続して行われていなければならない点であ

る。いわゆる出願前とは、台湾専利法第 25 条に規定される出願日の前を指し、優先
権を主張する場合、「特許法施行規則」（「専利法施行細則」）第 62 条の規定によ

り優先日以前を指す44。 
 
台湾経済部智慧財産局の特許侵害鑑定要点45には「先使用者が使用又は準備行為をし

たが、既に停止している場合、その停止が不可抗力による情況を除き、特許出願後、

使用若しくは準備を回復するまでは、先使用権を主張することができない。特許出願

日前、既に当該物品の製造、販売を業とする者は、実務において、既に連続的な使用

行為があったと認められる」と規定されている。よって、仮に企業が特許出願日前に

技術 A の研究開発に着手し、技術 A を使用していたことがあるものの、その後、こ

れを停止し、他人が技術 A を以て特許を出願してから技術 A の使用継続を回復した

場合、先使用権を主張することができない。但し、仮に技術 Aが該企業の定番商品で

あれば、特許出願日前に、たとえ短期間、販売を停止していたとしても、実務上は依

然として先使用権を主張できると認定することができる。 
 

4. 日本専利法先使用権構成要件の概要 

 
日本専利法の先使用権についての規定は、該国の制度により、それぞれ特許法、実

用新案法及び意匠法の 3 つの法律に散見される。各法における先使用権関連規定の構

成要件について、それぞれ以下のように述べる。 
 

(i) 特許法 

 
特許法は先使用権を第 79 条46に規定しており、該条により先使用権を主張して通常

実施権を取得するための要件は以下のとおりである。 
 

                                                        
44 前記注 11、p.61。 

45 前記注 41。 

46 前記注 29。 
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(1)特許出願時に 
先使用権を主張しようとする場合、その先使用行為が少なくとも特許出願時には既に

存在していなければならない。 
 
(2)行為は日本国内に限定 
上記の先使用権主張に係る先使用行為は日本国内に限られ、その上ではじめて本条文

が適用される可能性を有する。もし、日本国内で発明を完成し、単に外国の関係企業

に委託して製造しただけであれば、依然として、国内業者の実施行為であると評価さ

れる。もし、輸入を目的するのであれば、生産の準備行為は外国で為されたと考察さ

れるが、国内で輸入及び販売に従事するのであれば、その外国での準備行為は依然と

して国内での準備行為であると評価される可能性がある47。 
 
(3)発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者 
該先使用行為の主体は発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をし

ている者であり、該事業は営利目的の者に限定されず、非営利的性質に属する者も先

使用権を主張することができる。特に注意しなければならないのは、親会社と子会社

は法により異なる法人格に属すため、もし親会社が物品を製造しているのであれば、

子会社は本条の規定により製造に係る先使用権を主張することができない。また、委

託製造の情況において、受託人は委託人の指示により物品を製造しているため、委託

人のみが先使用権を主張することができ、受託人については先使用権に基づいてこれ

を実施する根拠がない48。 
 
(4)特許出願に係る内容を知悉せずに自分で発明した、又は特許出願に係る内容を知悉
せずに特許出願に係る人から知悉した 
先使用権は二重発明の情況に適用されるものであるため、該先使用に係る行為につき

通常実施権を取得できる者は、a.特許出願に係る内容を知悉せずに自ら同じ内容を発

明した先使用者、又は、b.前述の先使用者ではないものの、特許出願内容を知悉せず
に特許出願に係る人から該発明を知悉した者に限定する。したがって、いわゆる「知

悉」には、直接耳に入ってきた情報、発明実施物又は発明記載書類からの知悉、サン

プル取得、発明設計図注文書受領などが含まれ、さらに、先使用者又は知悉者から発

明実施物を購入したという情況も知悉の要件に合致する49。 
 
(5)実施していた又は実施の準備をしていた発明及び事業の目的の範囲内 
先使用権規定に基づいて通常実施権を取得できるが、該範囲が広すぎて真の権利者が

                                                        
47 前記注 11、p.75〜76。 

48 前記注 11、p.68〜70。 

49 前記注 11、p.70。 
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権利行使に係る制限を受けることのないよう、該条文には先使用権について範囲に係

る制限が設けられている。かかる制限とは即ち、A.実施していた又は実施の準備をし
ていた発明の範囲内についてのみ、かつ、B.実施していた又は実施の準備をしていた
事業の目的の範囲内に限り先使用権を適用するである。 
 
A.実施していた又は実施の準備をしていた発明の範囲内 
発明の範囲については、解釈上、2 種類あり、1 つは、特許出願時に現に実施してい

る又は実施の準備をしているという形式状態、もう 1 つは、特許出願時に現に実施し
ている又は実施の準備をしている形式に具現されている技術、発明思想と同一性を具

える技術、を指す。この部分について、日本の裁判所の判決は、「もし、先使用者が

実施していた又は実施を準備していた形式が特許の一部にしか相当しない場合、先使

用権は当該部分にしか及ばない。反対に、もし、先使用者が実施していた又は実施を

準備していた形式が、具体的に実現された発明と同一性範囲にあると評価された場合、

先使用権は該特許の同一性範囲内に及ぶ」との見解を示している50。 
 
B.実施していた又は実施を準備していた事業の目的の範囲内 
ここでいう事業の目的の範囲は、日本の裁判所判決の見解によれば、原事業の目的の

範囲内において該事業規模の拡大は認められるとされている51。 
 

(ii) 実用新案法 

 
実用新案法の先使用についての規定は第 26 条に定められており52、該規定は上記特

許法第 79 条を準用するため、その要件及び効果はいずれも特許法第 79 条と同じであ
り、ここでは割愛する。 
 

(iii) 意匠法 

 
意匠法は先使用権を第 29 条に規定しており53、意匠法により意匠権について先使用

権を主張して通常実施権を取得する要件はそれぞれ以下のとおりである。 
 
(1)意匠登録出願時に 

                                                        
50 前記注 11、p.76〜78。 

51 前記注 11、p.78〜79。 

52 前記注 34。 

53 前記注 35。 
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先使用権を主張しようとする場合、その先使用行為が少なくとも意匠登録出願時には

既に存在していなければならない。 
 
(2)行為は日本国内に限定 
上記の先使用権主張に係る先使用行為は日本国内に限られ、その上ではじめて本条文

が適用される可能性を有する。 
 
(3)発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者 
意匠法に規定されている実施の客体は意匠又は類似意匠であるが、前述の特許法には、

実施の標的について「類似」という文字はなく、文言からみると、意匠登録は先使用

権を適用できる余地が特許より広い。但し、先使用行為自体が即ち意匠権侵害行為で

あるため、権利侵害のおそれがありさえすれば、即、先使用権が適用される可能性が

ある。したがって、解釈上特許法の先使用権実施の客体は意匠法と同じである。 
 
(4)既に意匠登録出願が提出されていた意匠であることを知らずに自分で該意匠又は

類似する意匠を創作した、若しくは意匠登録出願に係る意匠であることを知らずに意

匠登録出願者から該意匠又は類似する意匠を知得した 
先使用者の主観的要件についての要求は、善意で、即ち、意匠登録出願の内容を知ら

ないことが原則であり、善意で知らないという主観のもと、自分で意匠を創作した又

は該意匠登録出願者から知悉したなどの 2 種類の情況が含まれる。 
 
(5)実施していた又は実施の準備をしていた意匠及び事業の目的の範囲内 
前述の特許法の規定と同じく、先使用権規定に基づいて通常実施権を取得できるので、

該範囲が広すぎて真の権利者が権利行使に係る制限を受けることのないよう、先使用

権について範囲に係る制限が設けられている。かかる制限とは即ち、A.実施していた
又は実施の準備をしていた意匠の範囲内についてのみ、かつ、B.実施していた又は実
施の準備をしていた事業の目的の範囲内に限り先使用権を適用するである。 
 
A.実施していた又は実施の準備をしていた意匠の範囲内についてのみ 
日本の学説では、先使用者に付与する先使用権の範囲は、意匠登録出願者の出願時に、

先使用者が実施していた又は実施の準備を完了していた発明範囲内であり、先使用者

が実施していた又は実施の準備をしていた発明が登録意匠の一部でしかない場合に

ついては、先使用権は該一部分にしか及ばないと認めている。54 
 
B.実施していた又は実施を準備していた事業の目的の範囲内にのみ限定 
意匠法における事業の目的の範囲についての解釈は、原則として特許法と同じである。

                                                        
54 前記注 2、p.111〜112。 
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即ち、同種の事業の目的の範囲内であれば、たとえ実施規模を拡大しても、依然と

して先使用権が適用される。但し、もし先使用者が既に原事業の目的の範囲を超え

ているのであれば、先使用権主張の可能性はない。 
 

5. 台湾及び日本の専利法における先使用権要件の比較 

 

比較国 

要件 

台湾 

（専利法第 59 条第 1 項第 3 号 

及び第 2 項） 

日本 

（特許法第 79 条、実用新案法 

第 26 条、意匠法第 29 条） 

基準時 専利出願前 特許（又は実用新案登録又は意匠登

録）出願時に 

区域 台湾領域内で 日本国内で 

先使用行

為及び主

体 

特許の実施又は必要な準備を既

に完成していたもの 
該特許（又は実用新案又は意匠）に

係る事業を実施していた又はその事

業の準備をしていた者 

先使用者

の主観的

要件 

 特許（又は実用新案登録又は意匠登

録）に係る内容を知らずに創作、若

しくは特許（又は実用新案登録又は

意匠登録）に係る内容を知らずに特

許（又は実用新案登録又は意匠登録）

出願者から該特許（又は実用新案又

は意匠）を知得した 
時間制限 専利出願者からその発明を知悉

してから 6 ヶ月未満で、かつ専
利出願者がその専利権を保留す

る旨表明した場合、主張するこ

とができない 

 

先使用権

の範囲 
その原事業の目的の範囲内に限

る 
実施していた又は実施を準備してい

た特許（又は実用新案登録又は意匠

登録）及び事業の目的の範囲内 

 
基準時点及び区域要件から見ると、台湾及び日本の先使用権についての法規要件は、

いずれも、特許出願前に限り、かつ国内で先使用行為が生じなければ主張できないと

定められている。先使用行為の態様について、台湾では「実施」又は「必要な準備を

既に完了」と規定されており、日本では、要件上、「実施していた」又は「実施を準

備していた」に係る行為と規定されている。しかし、「必要な準備を既に完了」又は

「実施を準備していた」とは何であるのかは、台湾と日本の裁判所が判決でどのよう

に認定するのかを明らかにする必要がある。 
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先使用行為の主体について、台湾では特に規定されていないが、日本の専利法には、

事業又はその事業のために準備をしていた者を指すと比較的詳細に規定されている。

但し、該事業は実際のところ、その定義が厳格に制限されていない（注：この部分に

ついては、第三章第二節 4.「日本専利法先使用権構成要件の概要」の日本特許法に関
する説明を参照されたい）。台湾と日本の法規における比較的はっきりとした違いは

主観的要件の要求にある。台湾専利法には先使用者について主観的規定に係る制限が

設けられていないが、日本の法規には、特許法、実用新案法又は意匠法を問わずいず

れにおいても、先使用者が特許（又は実用新案又は意匠）内容を知らないという情況

下でなければ、先使用の要件に合致しないとする制限が設けられている。即ち、日本

法の規範は先使用者について「善意」という条件制限があり、主観上善意でなければ、

たとえ先使用の行為があっても先使用権を主張することはできないのである。 
 
台湾専利法の日本の法規と異なる点は、上述の主観的要件の違い以外にも基準時上

の制限がある。即ち、台湾専利の先使用者が専利出願者からその専利を知悉してから

6 ヶ月未満であり、かつ専利出願者がその専利権を保留する旨表明した場合、先使用
権を主張することができない。 
 
最後に、台湾専利法では、先使用権の範囲について原事業の目的の範囲を以て限定

されているのに対し、日本専利法では、先使用者はそれが実施していた又は実施を準

備していた発明範囲内でのみ先使用権を主張することができると明確かつ一歩踏み

込んだ制限が設けられている。言い換えると、日本の法規は事業の目的の範囲につい

て制限する以外にも、先使用権の主張は既に実施していた又は実施を準備していた技

術範囲内でなければならないと制限している。仮に先使用者が該発明の一部分しか実

施していなければ、該先使用者は該部分についてのみ先使用権を主張することができ

る。 
 

第三節 台湾の専利先使用権の内容 

 

1. 先使用権の態様 

 
今回の法改正は国内での「使用」を、国内での「実施」に改めることで、専利権の

実施態様を完全に網羅し、専利権者の出願前に「製造、販売、販売の申し出、輸入」

などの行為に従事していた者もすべて先使用権を主張することができるようになり、

今後は物品の製造又は方法の使用に限定されなくなる。 
 
この拡張解釈に係る結論は、本条文法改正理由「専利出願日前に既に専利物の製造

又は専利方法の使用に従事していた者は、もとより、専利物の製造又は専利方法の使
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用を継続することができ、それが製造した物又は専利方法を使用して直接製造した物

に対し、後続の使用、販売の申し出及び販売を行う権利を有する。専利出願日前に既

に先行製造者又は先行方法使用者から専利物を獲得し、かつ使用、販売の申し出及び

販売を行っていた者も、当然、それが獲得した製品につき、後続の使用、販売の申し

出及び販売を行う権利を有する。よって、現行条文第 2 号にいう『使用』は広義の概

念であり、改正条文第 58 条第 2 項及び第 3 項の規定に合わせて、ならびに日本特許

法第 79 条、韓国専利法（※大韓民国知識財産基本法）第 103 条及びオーストラリア
特許法第 119 条の規定を参照し、『使用』を『実施』と改めることで明確にした」か

ら知ることができる。そのうち、日本特許法第 79 条の先使用権に係る規定のなかで

先使用者に付与される通常実施権には、特許法の規定に照らすと、製造、使用、販売、

販売の申し出及び輸入などの専利権を実施できる態様も含まれている。もし、日本及

びその他の国の条文規定を参考にするのであれば、先使用権の実施可能範囲をすべて

の専利権の実施可能な態様にまで拡張して解釈しなければならない。 
 
また、同条文第 5 号の法改正理由には、「現行条文第 5 号に定める『使用』は広義
の概念を採用するものであり、製造、販売の申し出、販売、使用、又はこれらを目的

として輸入するなどの行為が含まれる。そこで、改正条文第 58 条第 2 項及び第 3 項
の規定に合わせ、ならびに日本特許法第 80 条、韓国専利法第 104 条の規定を参考に、
『使用』を『実施』に修正することで明確にした」と記されている。前述の 2 つの立
法理由説明がいずれも現行専利法第 59 条の改正理由であり、かつ、いずれも「使用」

という文字を「実施」と修正している以上、第 3 号の先使用権に係る規定についても、
同じ解釈を行うべきである。よって、台湾で先使用者が先使用権を主張できる範囲に

は、製造、販売の申し出、販売、使用、又はこれらを目的として輸入するなどの行為

が含まれることに疑義はない。 
 

2. 先使用権の態様の転換 

 
先使用権は前述したように、専利法第 59 条第 1 項第 3 号に規定されており、その規
定目的は先使用者が技術又は物品を発明するのに投じた時間又はコストを保証する

ことにあるが、先使用者を保護しすぎることによって専利権者の権利を妨げることの

ないよう、同条第 2 項の規定（即ち、原事業の目的の範囲内に限り継続利用可能とす
る規定）がある。もともと「製造」という実施方式で先使用権を取得した場合、その

後販売の先使用権を主張できるかどうかは、実施形態のレベルを見てこれを定めなけ

ればならない。 
 
先使用権が受ける制限は、大きく分けて 3 つある。1 つ目は、先使用者が「発明した
技術又は物品の範囲」に係る制限であり、先使用権の範囲は先使用者が「発明した技

術又は物品の範囲」に係る制限を受ける。この部分の概念は前述の日本法の先使用権
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の範囲に関する説明と類似している。先使用者の発明範囲と特許権者の特許範囲を比

較して、先使用者の発明範囲が特許権者の特許範囲より小さい場合、先使用者はその

発明範囲内でのみ先使用権を主張することができるため、先使用者の先使用範囲を超

えたものは、先使用権による保障を受けることができないと考えられる。かつ、実施

について主張することができる範囲は、既に日本特許法の規定についての説明で言及

したように、発明の範囲には 2 種類の解釈があり、1 つは「実施形式説」で、もう 1
つは「発明範囲説」である。前者は「特許出願時に現に実施している又は実施の準備

をしているという形式状態」という意味であり、後者は「特許出願の現に実施してい

る又は実施の準備をしている形式に具現されている技術、発明思想と同一性を具える

技術」を指している。これに対し日本では実務上、これまで実施形式説が採用されて

いたが、概念の発展に伴い徐々に発明範囲説が採用されるようになってきた。その結

果、先使用者は発明の実施している又は実施の準備をしている技術又は物品の範囲が

具体的に実現された発明と同一性範囲にあると評価された場合、すぐに、先使用権と

該発明は同一性範囲内にあると主張することができるため、先使用権による保障を受

けることができる。 
 
2 つ目は、前述の第 59 条第 2 項の「原事業の目的の範囲」という制限である。いわ

ゆる「原事業」とは、硬直した固定範囲では決してなく一種の実施形態を指す制限概

念である。言い換えると、先使用者が先使用権を主張するとき、該先使用範囲内にお

いて学説では高度の実施態様から低度の実施態様への転換は認められるとされてい

る。製造行為を例にすると、「製造」行為は高度の実施態様に属するため、先使用者

が該発明範囲内において低度の実施態様である「使用」又は「販売」行為を実施する

とき、先使用者は依然として先使用権を主張することができる。その理由は、製造行

為に比べて使用及び販売行為は低度の実施態様に属するため、先使用権を主張するこ

とができるからである。反対に、もともと先使用者が原事業目的範囲内で、低度の実

施態様に属す実施行為、たとえば「販売」に従事する場合、該先使用者が実施行為を

「製造」に転換したいと考えたとき、製造は販売より高度の行為に属すため、該先使

用は製造行為について先使用権を主張することができない。言い換えると、仮に、台

湾に所在する会社が単なる輸入会社で、かつ販売を行っており、製造会社はその他の

国に所在する場合、該台湾所在の会社は、「輸入」、「販売」という態様についての

み先使用権を主張することができ、先使用権主張の範囲を「製造」行為にまで拡張す

ることはできない。 
 
3 つ目は、「事業目的範囲」という制限である。この部分の概念は、先使用者は原経

営項目について先使用権を主張することができるが、原経営項目を超えた場合、先使

用権を主張することができない、と認めるものにほかならない。第 59 条第 2 項には
「『原事業目的範囲内』においてのみ継続して利用する」と規定されており、解釈上

「規模拡大」の情況を含むことができているものの、前述の日本の法学者が認めるよ
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うに先使用権を主張する「実施態様」を拡大することができるかどうかは疑わしい。

この点につき、本報告では専利法が先使用権について規定する目的にも配慮した上で、

先使用者が主観的には発明の実施を目的としており、客観的にもすでに実施していた

又は必要な準備を完成していたとき、該先使用権が主張する範囲につき、前述の主観

的、客観的判断を総合したうえで、一定程度の拡張を許可すべきであると考える。 


