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四、台湾の裁判例 

 

(一)半導体業界に関連する裁判例 

 

 台湾における半導体業界の修理部品・消耗品に関連する判決を考察すると、

当業界の知的財産権の権利主張は、やはり専利権に重きが置かれている。商標

権、著作権等の権利行使の割合は少なく、特許権に関するものが大半を占めて

いる。 

 

 専利権者が権利を主張する裁判例としては、専利権の技術的範囲そのものが

修理部品・消耗品であるケースと、第三者の製造した修理部品・消耗品が、設

備又は製品の他の部分と組み合わさることで、初めて専利権の技術的範囲に属

するケースがある。後者の場合、台湾専利法には、日本や米国のような間接侵

害の規定がないため、専利権者は、民法の共同不法侵害の規定を引用し、第三

者に対して権利を主張することが多い。下記にて詳しく説明する。 

 

１、特許、実用新案 

 

 台湾の知的財産案件審理法 16 条により、「Ⅰ知的財産権に取り消すべき原因

がある旨の主張又は抗弁が挙げられたとき、裁判所は、その主張又は抗弁に理

由があるかどうかについて自ら判断し、民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、専

利法、植物品種及び種苗法又は他の法律における手続の停止に関する規定を適

用しない。Ⅱ前項の情形において、裁判所は、取り消しの理由があると認めた

時、知的財産権者は、当該民事訴訟で他方の当事者に対して権利を主張しては

ならない」と規定されている。このため、被告は、訴訟において、その製造、

生産又は販売する侵害疑義品は係争専利の技術的範囲に含まれないと抗弁す

ると同時に、係争専利に取消すべき事由があるとも主張することが多い31。取

消すべき事由とは、例えば専利請求の範囲が不明確、十分に開示されずに当業

者はそれに基づいて実施できない、新規性を有しない、進歩性を有しない等の

事由である。下記のように裁判例をまとめる。 

 

                         
31 2017 年の統計データによると、専利訴訟の一審につき、74%の裁判例において、被告より専

利の有効性の抗弁がなされた。参照： 

http://ipc.judicial.gov.tw/ipr_internet/doc/Statistics/10801-21.pdf （最終閲覧日：

2019 年 12 月 23 日）。 
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(1)特許 

 

A、【知的財産裁判所102年度民専上字第28号】特許権侵害事件控訴審民事

判決 

━ 明細書が、当業者が理解しそれに基づいて実施することができる程度

に記載されていなかったために敗訴 

 

 ≪概要≫ 

原告台湾企業の X社は、台湾特許第 I316694「パルス幅変調可能な LED 駆

動方法」（以下は、694 特許と称す）の特許権者である。 

被告の台湾企業 Y 社は、LED 駆動チップ（LED 駆動電源の部品である）の

メーカーであり、Y社が製造した型番 MY92XX の LED 駆動チップの製品（以

下は、被告製品と称す）は市場に流通していた。 

原告は○○工業研究センターに分析の委託をした。その鑑定結果は、被疑

侵害品が 694 特許の請求項 1～7 項の技術的範囲に含まれるというもので

あった。 

そこで、原告は、侵害差止及び損害賠償を求める訴訟を提起した。 

 

 ≪被告の主張≫ 

被告製品は 694 特許の技術的範囲に含まれず、そもそも 694 特許に新規性

又は進歩性がない（引用文献を提出）。また、694 特許の記載は、その発

明の属する技術分野における通常の知識を有する者（即ち「当業者」）が

その内容を理解し、それに基づいて実施することができる程度に明確かつ

十分ではない。 

 

 ≪裁判所の見解≫ 

一審（【知的財産裁判所 101 年度民専訴字第 36 号】民事判決） 

 被告製品が 694 特許の請求項 1の技術的範囲に含まれないため、当然請求

項 1に従属する従属請求項の技術的範囲にも含まれないと認定。 

 

控訴審 

 694 特許の明細書において、実施例の記載に矛盾がある。 

 

 アルゴリズムのパラメータの開示が不明確であるため、当業者が、アルゴ

リズムのパラメータの数値を如何に選択すればよいかが理解できず、それ

に基づいて実施することもできない。 
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係争特許の明細書の記載は、「（それに）基づいて実施することができる程

度に明確かつ十分に記載しなければならない」という要件を満たしていな

い。 

 

よって、694 特許に取消すべき理由があるため、控訴を棄却する。 

 

B、【知的財産裁判所 104 年度民専訴字第 83 号】特許権侵害事件民事判決 

━ 直接的な権利侵害者に関する立証が不十分であるため、共同不法行為

に該当しない 

 

 ≪概要≫ 

原告台湾企業 X社は、台湾特許第 I276002 号「ポータブル装置のためのデ

ュアル汎用集積回路カードシステム」（以下、002 特許と称す）の専用実

施権者である。 

被告の台湾企業 Z社は原告の OEM メーカーで、共同被告の台湾企業 Y社の

ビジネスのために、Z社が製造した被告製品を見本として原告の顧客に配

り、より低い価格で販売の申し出をしていた。 

この為、原告は特許侵害差止訴訟を提起した。 

 

 ≪被告の主張≫ 

被告製品が 002 特許の技術的範囲に属せず、002 特許の請求項に新規性又

は進歩性がない。 

 

 ≪裁判所の見解≫ 

 被告製品は 002 特許の一部の技術内容しか実施しておらず、オールエレメ

ントルールを満たしていないことにより直接侵害に当たらない。 

 

 また、被告の台湾企業 Z社が原告の顧客に「販売のための申し出」をした

行為は、メールで海外の原告顧客向けに送信したことであり、当該申し出

は、海外の原告顧客の所に届いてから効果を奏した。換言すれば、被告台

湾企業 Z社の「販売のための申し出」の行為は海外で行われたことになり、

特許権の属地主義という原則により、原告は、海外における販売の申し出

に対し、台湾の特許権を主張できない。 

 

 民法 185 条 2 項の、教唆又は幇助の成立は、直接侵害者による侵害行為で

あることが前提であり、Z社が提供している被告製品は、従属的な汎用集
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積回路カードを欠いているため、002 特許の請求項 1、10、45 の技術内容

の直接侵害に当たらない。 

 

被告 Z社の被告製品が、誰の手により台湾域内で従属的な汎用集積回路カ

ードと接続され、002 特許の請求項 1、10、45 の全ての技術内容の実施が

行われたのか、要は直接侵害に当たるかについて、原告側の立証が不十分

であり、被告台湾企業 Y社と Z社は、共同不法侵害に該当しない。 

 

（本件の控訴審【知的財産裁判所 106 年度民専上字第 18 号】民事判決は、

原審判決の結果を維持した。） 

 

C、【知的財産裁判所 99 年度民専訴字第 59 号】特許権侵害事件民事判決 

― 新規性と進歩性を有し、侵害疑義品は特許の技術的範囲に属する 

 

 ≪概要≫ 

原告の米系企業 X社は、台湾特許第 I299935 号「アクティブ制御ダンパー

装置を用いて寄生素子による回路ノイズとリンギングを抑制するスイッ

チモード電源供給器具及びスイッチ調節器具」（以下は、935 特許と称す）

の特許権者である。 

被告の台湾企業Y社の生産した非同期降圧式AC/ACコンバータ等のチップ

（以下は、被告製品と称す）が、その特許権を侵害するとして、原告が侵

害差止及び損害賠償を求める訴訟を提起した。 

 

 ≪被告の主張≫ 

935 特許は新規性及び進歩性を有せず、たとえ 935 特許に整流器全体の要

素が含まれるとしても、被告製品は整流器と接続しなくても普通に使用で

きるので、特許侵害に該当するはずがなく、しかも原告は、直接的な権利

侵害者が誰なのか、被告が誰と一緒に共同不法行為32をしたのかを立証し

ていない。 

 

 ≪裁判所の見解≫ 

 一審 

 935 特許は新規性及び進歩性を有する。 

                         
32 前述の通り、台湾には間接侵害の明文規定がないため、このような案例においては民法の

共同不法侵害行為を以て対処する。詳しくは「弐、三、（三）」（頁 22 以降）及び「弐、

五、（一）、２、（1）」（頁 103 以降）を参照。 
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被告製品は、935 特許の全ての技術的特徴の実施に当たるわけでないが、

被告の各規格書の記載は、935 特許の請求項 1とまったく同じである。 

 

 被告製品は、935 特許の請求項 1の技術的特徴の第 8要件の文言と同一で

あり、被告は明らかにかつて 935 特許請求項 1の「全て」の要件の技術的

特徴を実施し、しかも文言上同一の製品を製造したことがあったはずであ

る。これは、被告のウェブサイトに載せている詳細が含まれている規格書

の記載を確認すれば分かる。被告製品の規格書に波形図もあり、少なくと

も被告はかつて 935 特許を実施し、アルファ版を製造したことが明らかで

ある。 

 

 被告製品は既に市場に流通しているため、当該規格書も併せて使用すると、

市場には、必ず 935 特許の請求項 1を実施した直接的な権利侵害者が存在

している。そして、論理的に言えば、購入者がいるからこそ、そのニーズ

に応えるために被告会社のウェブサイトにアップロードされた上記製品

の規格書があり、製品の性質及び商習慣より、必ずある程度の購入者がい

るはずであり、市場において、上記の製品を購入して規格書を参考にして

実施した直接的な侵害者もいるはずである。 

 

よって、被告は、民法 185 条 2 項にある共同不法行為の教唆、幇助に該当

する。 

 

 控訴審【知的財産裁判所 101 年度民専上字第 31 号】民事判決 

 被告製品と、規格書が記載されたほかの要素を組み合わせると、935 特許

の請求項 1の技術的範囲に属するのは確かであるが、935 特許には進歩性

がない。 

 

よって被控訴人（即ち原告の特許権者）を敗訴とする。 

 

 

D、【知的財産裁判所 103 年度民専訴字第 66 号】特許権侵害事件民事判決 

━ 新規性と進歩性を有し、侵害疑義品は特許の技術的範囲に属する  

 

 ≪概要≫ 

従来の半導体測定装置においては、測定対象であるチップを載置台に載せ

てから、プローブカード装置のプローブをチップの測定部位に接触させた
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上で、プローブカード装置を測定システムに接続させている。 

しかし、プローブ部分のメンテナンスが必要なときに、プローブカード装

置全体を取り外さなければならない場合が多く、不便である。 

原告である米国企業の X社は、これに鑑みてプローブカード装置の構成を

新たに設計し、プローブカード装置をプローブヘッドとプローブ連結板と

の２つの主な部分に分けた。プローブヘッドは、プローブを含む脱着可能

な部材であり、プローブ連結板に取り付けられ、プローブ連結板は、測定

システムに電気的に接続される。そして、半導体メーカーは、プローブヘ

ッドを取り替えるだけで試験作業を行なうことができる。 

原告の米国企業の X社は、これらの構成で、台湾特許第 I425218 号「交換

可能なプローブ插入部材を有するプローブカードアセンブリ」（以下は、

218 特許と称す）特許を取得した。218 特許には、プローブヘッド及びプ

ローブ連結板等のエレメントが含まれている。 

原告は、半導体ウェハーメーカー相手に、プローブヘッド、プローブ連結

板、及びプローブヘッドとプローブ連結板が含まれるプローブカード装置

を販売していた。当該産業モードにおいて、原告のプローブ連結板とプロ

ーブカード装置の消耗率はとても低く、主に消耗品であるプローブヘッド

の販売により収益を獲得している33。 

原告のクライアントであるウェハーメーカーZ社のニーズに対応するため、

原告は、プローブヘッド及びプローブ連結板に EPROM エレメント及び対応

する穴を作った。ウェハーメーカーZ社は後に、他社である被告Y社より、

原告のプローブ連結板に接続できるプローブヘッドを仕入れた。 

このため、原告 X社は、被告 Y社の生産したプローブヘッドが特許権を侵

害するとして、侵害差止訴訟を提起した。 

 

 ≪被告の主張≫ 

218 特許は新規性と進歩性を有しない。 

被告の製造販売したプローブヘッドは、218 特許であるプローブカードの

一部の部品に過ぎず（218 特許のプローブカードは、プローブヘッド及び

プローブ連結板からなる）、被告は、218 特許の技術特徴を全て実施して

いるわけではない。 

しかも、半導体メーカーが部品を交換しようとするときに、当該プローブ

カードは X社が売り出した時に権利消尽したため、被告が半導体メーカー

                         
33 これは、電気シェーバーを購入すれば、常に替刃を購入しなければならないのと同じであ

る。 
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と共同不法行為を為したわけではない。 

 

 ≪裁判所の見解≫ 

 218 特許の新規性及び進歩性を認める。 

 

 被告の係争プローブヘッド製品を原告の提供したプローブ連結板に接続

した時点で、侵害の要件が揃った。被告製品には、当該プローブ連結板に

必然的に接続できる EPROM 等のエレメントが設けられ、しかも 218 特許

を侵害する以外の用途がない。半導体メーカーは、原告からプローブヘッ

ドを購入して当該プローブ連結板に接続したため、当然ながら原告の 218

特許を知っていた。そして、半導体メーカーが被告のプローブヘッドをプ

ローブ連結板に接続した時点で、218特許の全てを実施したことに当たる。

被告は、プローブヘッドの販売者として 218 特許を共同で不法に侵害した。

これは単に部品を交換する状況とは異なるため、権利消尽を適用しない。 

 

よって、被告は、民法 185 条 2 項にある共同不法行為の教唆、幇助に該当

する。 

 

E、【知的財産裁判所 100 年度民専訴字第 69 号】特許権侵害事件民事判決 

━ 直接の権利侵害者がいないため、共同不法行為に該当しない 

 

 ≪概要≫ 

原告台湾企業 X 社は、台湾特許第 207631 号「ウェブページアクティビテ

ィ記録装置及びウェブページアクティビティ再生装置」（以下、631 特許

と称す）と、台湾特許第 162770 号「ウェブページ／ダイナミックファイ

ルのアクティビティ記録／再生装置」（以下、770 特許と称す）の特許権

者である。 

631、770 特許は、パソコン等の装置を併せて使用するものであり、被告

の製品はパソコンに搭載するソフトウェアであるが、被告が係争ソフトウ

ェアを製造する場合、パソコンによりソフトウェアのエレメントを制作し、

又はパソコンによるテストをしたはずであると原告は考えた。しかも被告

Y社のウェブサイトに、係争ソフトウェアの販売ページで明確にパソコン

の必要スペック・動作環境が記載されていた。 

原告は、被告がパソコン装置により特許の権利内容を全て実施し、権利侵

害に該当する上、その製品がパソコンに搭載して初めて使用できることを

知りながら、他人に販売し、動作環境等の使用する情報を需要者に教示し
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たため、特定又は不特定の者にパソコンに搭載して 631 特許と 770 特許を

実施することを教唆することに当たり、共同不法行為の責任を負わないわ

けにはいかないと考えた。 

この為、侵害差止及び損害賠償を求める訴訟を提起した。 

 

 ≪被告の主張≫ 

631、770 特許が新規性及び進歩性を有しない。 

被告製品はソフトウェアでありパソコン装置に属せず、しかも被告製品の

販売開始する前の「アルファ版」は、あくまでも商品のファイル数は正確

であるかどうかの確認のためにあり、それにより被告製品を起動できない

ため、当然特許のいずれかの技術内容を実施することもできない。 

このため、本件特許の技術的範囲に属さない。 

 

 ≪裁判所の見解≫ 

一審 

係争ソフトウェアは 631、770 特許の技術的範囲に属さない。 

 

 係争ソフトウェア製品が、特定又は不特定の需要者により購入されて、パ

ソコンに搭載されることが、侵害に該当するかについて、専利法に「間接

権利侵害責任」（第三者の為した直接侵害行為に直結する行為を為す者が、

間接侵害責任を負う）の規定はないが、民法 185 条 2 項に、行為者を教唆

した者及び幇助した者を共同行為者と見なす旨が規定されており、「教唆」

及び「幇助」する者の主観意図及び行為の態様も考慮に入れなければなら

ない。 

 

 直接第三者にくみすることがない場合、客観的に第三者の権利侵害行為と

関わるように見えるだけで、直ちに権利侵害責任を負わせるべきではない。

更に、共同不法行為には、まず主な権利侵害者が侵害行為を為した上で、

教唆、幇助する当人は、侵害の結果について相当な因果関係がある場合に

限り、共同不法侵害責任を負うことになる。 

 

 本件において、パソコンでソフトウェアを使用した需要者が、直接に行為

を為した当人に当たるが、需要者自身に、係争特許権を侵害する故意又は

過失という侵害の主観意図があったとは言えず、侵害行為にも該当しない。

ましてや被告は、需要者と一緒に共同不法行為を為したわけでなく、当然

ながら教唆又は幇助行為があるわけでもない。 
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この為、共同不法行為に該当しない。 

 

 控訴審【知的財産裁判所 101 年度民専上字第 22 号】民事判決 

（原告即ち控訴人は、原審と同じく、係争ソフトウェアがパソコンに登載

する場合は 631、770 特許の全ての実施に当たると主張した。） 

 631 及び 770 特許に特許性がある。被告製品自体は 631、770 特許の技術

的範囲に属さないものの、係争ソフトウェア製品をパソコンに搭載すれば

631 特許の技術的範囲に属し、770 特許の技術的範囲には属さない。 

 

 被控訴人即ち被告は、ソフトウェアを販売したに過ぎず、実際に侵害した

わけではなく、被控訴人がこの侵害行為を教唆・幇助し、控訴人がこれに

より損害を受け、しかもそれらに相当因果関係があることを十分に立証し

たとは言えず、その直接的な侵害者についての具体的な立証も欠いている。

この為、これを理由なしとする。 

 

 なお、本件の事実を斟酌すると、控訴人である特許権者は、損害賠償義務

者を知った時から 3年余りが過ぎてから訴訟を提起したことになる。そし

て、その損害賠償請求は既に 2年の時効34を過ぎている。 

 

この為、控訴人の請求を棄却する。 

 

(2) 実用新案 

 

A、【知的財産裁判所 105 年度民専訴字第 21 号】実用新案権侵害事件民事判決 

━ 実用新案登録請求の範囲が不明確であるため、明細書による裏付けが

できない  

 

 ≪概要≫ 

原告の台湾企業 X社は、台湾実用新案登録第 M341000 号「フォトマスクパ

ッケージ及びその支持部材」（以下は、000 実用新案と称す）の実用新案

権者である。 

被告の台湾企業 Y社が、原告のライセンスを取得せずに製造・販売した「6"

フォトマスクパッケージ」製品が、000 実用新案の請求項 5、6、11 の技

                         
34 専利法 96 条 6 項に、「第二項（損害賠償請求）…に定める請求権は、特許権者又は専用実

施権者が損害の発生及び損害賠償義務者を知った時から 2 年間行使しないときは、消滅す

る。行為の時から 10 年を経過した時も、同様とする」と規定されている。 
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術的範囲に属するとして、原告は侵害差止及び損害賠償を求める訴訟を提

起した。 

 

 ≪被告の主張≫ 

当該製品は、000 実用新案の請求項 5、6、11 の技術的範囲に属さない。 

請求項 5、6、11 は不明確であるため、当業者がそれに基づいて実施でき

ないという取消すべき事由がある。 

000 実用新案の請求項 5、6、11 に、新規性又は進歩性がない（従来技術

の証拠資料を提出）。 

 

 ≪裁判所の見解≫ 

 000 実用新案の請求項１における「少なくとも１つの支持部材」という技

術的特徴を、支持部材が 1つの場合と、支持部材が複数の場合に分けて検

討すると、支持部材が 1 つの場合、000 実用新案のマスクパッケージは、

明細書の記載通りにフォトマスクを載せて設置場所を確定する機能を果

たすことができない。 

 

000 実用新案の明細書には、一つの支持部材しかない状況が全く教示され

ていないため、請求項 1の「少なくとも１つの支持部材」という技術的特

徴を明細書によって裏付けることができない。 

 

000 実用新案の請求項 5、6、11 が直接又は間接に従属する請求項 1の「少

なくとも１つの支持部材」という技術的特徴は、明細書によって裏付けら

れないため、専利法 26 条 3 項35の「…請求項ごとの記載が明確、…明細書

よって裏付けられるものでなければならない」という規定に違反し、取消

すべき事由がある。 

 

 出願時の通常の知識を参酌すると、独立請求項 1には、必要な技術的特徴

が記載されておらず、請求項が不明確である。 

 

 先行技術の証拠の組み合わせは、000 実用新案の請求項 1、5、6、11 に進

歩性がないことを証明できる。 

 

この為、原告の請求を棄却する。 

                         
35 現行法では 2項である。 
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(3) 小結 

 

 上記の案件から分かるように、被疑侵害者は、専利権者に権利を主張された

際に、侵害しない旨と専利に取消すべき事由があるという旨を同時に抗弁する

ことがよく見られる。このため、専利権者が権利を主張しようとしても一筋縄

では行かない。地方裁判所でも、知的財産案件を専門的に処理する知的財産裁

判所でも、いずれでも前記の知的財産案件審理法 16 条の規定を以て専利の有

効性を審理して専利に取消すべき事由があると認定する可能性はある。このた

め、専利権者が訴訟中にクレームの有効性を問われた場合、請求の範囲に対し

て知的財産局に訂正請求を申し立てることで一つの牽制手段とすることが考

えられる36。但し実際に効果をもたらすことができるかどうかは、案件毎に検

討しなければならない。 

 

 なお、上述の裁判例から分かるように、台湾は、米国や日本と同じような間

接侵害の法文を設けていないため、サードパーティーが専利の一部の構成要件

である修理部品・消耗品と同じ物を製造又は販売する場合、サードパーティー

の取引相手の多くは権利者の顧客でもあるため、遠慮もあり、民法の共同不法

侵害の規定を以てサードパーティーだけに権利を主張することが多い。しかし

知的財産裁判所において、専利間接侵害を判断した案例の蓄積はまだ不十分で

あり、見解も統一されていないため、今後も見守っていかなければならない。 

 

 なお、上記の裁判例（事例 Dのプローブヘッド事件）において、例えば、専

利の一部の構成要件しか実施しない修理部品・消耗品も、その他の要件と組み

合わせれば、係争専利の技術的範囲に属し、その修理部品・消耗品が係争専

利の権利を侵害するもの以外の用途がない場合、当該修理部品・消耗品の生

産・製造・販売は専利権侵害に該当するとし、専用品であることに言及した（【知

的財産裁判所 103 年度民専訴字第 66 号】民事判決）。 

 

 また、もう一つ注意すべき点として、共同不法侵害の成立に従属説を採用す

る裁判官がいることが挙げられる。そのような裁判官の見解では、共同不法侵

害の成立に、まず直接侵害者が存在していなければならない。このため、法的

なアクションを採ろうとする際に、その証拠集めの戦略がさらに重要になっ

ていく。なお、製品の取扱説明書やカタログに当該製品（その修理部品も含む）

                         
36 【知的財産裁判所 103 年度民専訴字第 50 号】民事判決を参照。 
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に専利権があるという情報を明確に需要者に知らしめることで、争議があっ

た場合、故意又は過失の立証責任をある程度軽減できるであろう。 

 

２、意匠 

 

 台湾において、半導体業者が意匠権を主張する裁判例は僅少であり、以下に

一例を挙げる。 

 

(1)【板橋地方裁判所3795 年度重智字第 3号】意匠権侵害事件民事判決 

━ 最終的に意匠の有効性が問われた 

 

 ≪概要≫ 

原告日系企業 X社は、台湾意匠登録第 089036 号「発光ダイオード」（以下

は、036 意匠と称す）の意匠権者である。 

被告台湾企業 Y社が、原告の同意もライセンスも得ずに、関連発光ダイオ

ード製品（以下は、被告製品と称す）を製造販売した旨で、原告は侵害差

止及び損害賠償を求める訴訟を提起した。 

 

 ≪被告の主張≫ 

被告製品の大きさは極めて小さく、縦の長さ 4 ミリ、横の長さ 1.4 ミリ、

幅 0.8 ミリであるため、需要者が肉眼で原告の 036 意匠と類似しているか

どうかを判別することはできない。 

その外観のデザインは、被告製品と 036 意匠の混同誤認を生じさせるもの

でなく、たとえ両製品が併存するとしても、需要者の発光ダイオードの消

費者志向に影響を及ぼすことはないはずである。 

被告製品を購入する目的は、あくまでも機能的な使用であり、需要者の消

費者志向は、外観設計でなく、発光ダイオードのブランドと機能性が決め

手となるため、被告製品は 036 意匠の登録範囲に属さない。 

 

 ≪裁判所の見解≫ 

 一審 

 鑑定人の鑑定書に基づくと、両意匠は類似している。両意匠が共に視覚的

に訴えるものであることは疑いようがなく、その同一部分と細部の差異は、

肉眼で観察できないものではない。肉眼で区別し難い部分もあるが、双方

                         
37 現在の新北地方裁判所である。 
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が実質的に同一であることはやはり否めない（下記の対比図を参照）。 

被告製品と 036 意匠の細部の差異は、先行意匠に見られるものに過ぎず、

実際に 036 意匠の主な構成態様も同一である。 

 

上記により、被告製品は 036 意匠の類似範囲に含まれる。 

 

 控訴審 

 原判決を維持する。 

 

 上告審【最高裁判所 98 年度台上字第 2333 号】民事判決 

 控訴審は被告が提出した意匠の無効抗弁を審理していなかったため、差し

戻す。 

 

 差し戻し審【知的財産裁判所 99 年度民専上更(一)字第 1号】民事判決 

 036 意匠に創作性がなく、取消すべき事由がある。 

 

この為、原告の請求を棄却する。 

〔その後、原告は第三審まで上告したが、棄却されて確定となった。【最

高裁判所 100 年台上字第 1843 号】民事判決〕 
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板橋地方裁判所 95 年度重智字第 3号判決別紙38 

 

 

 

 

(2)小結 

 

 知的財産案件審理法の規定により、知的財産権に取消すべき理由があるとの

主張や抗弁がなされたとき、裁判所はそれについて自ら判断をする。そして、

取消の理由があると認められた時、知的財産権者は、当該民事訴訟において権

利を主張してはならない。換言すると、民事裁判所が知的財産案件の審理に当

たるとき、権利侵害はもちろん、専利の有効性に対する審理もできるため、

権利行使前に戦略を立てる際、権利侵害だけでなく、専利の有効性について

も予め全般的に検討しなければならない。 

 

３、商標権 

 

 台湾半導体業界で、修理部品・消耗品分野において商標権を主張する裁判例

は僅少であり、下記のように一例を挙げる。 

                         
38 参照：https://www.nichia.co.jp/cn/about_nichia/2006/2006_042602.html より。（最終

閲覧日：2019年12月27日）。台湾実務における意匠の類否判断については「弐、五、（二）」

（頁 112 以降）を参照。 
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(1)【新竹地方裁判所 90 年度重訴字第 203 号】商標権侵害事件民事判決 

━ 混同誤認を生じさせるおそれがないため、類似商標に該当しない  

 

 ≪概要≫ 

原告台湾企業 X社は、第 467229 号「特典 TOPICS」登録商標（以下は引用

商標と称す）の専用使用権者であり、前記商標を半導体、集積回路、チッ

プ等の十数種の商品に指定使用している。 

被告台湾企業 Y社は、原告の同意もライセンスも得ずに、前記商標専用権

の有効期間において本件商標と類似の疑いがある「TOPIC」商標（以下は、

係争商標と称す）を、本件商標の指定使用しているチップ商品に使用した。 

原告は、警告状を送付したものの、相手にされなかったため、本件商標の

侵害差止及び損害賠償を求める訴訟を提起した。 

 

 ≪被告の主張≫ 

自社の使用する「TOPIC（「IC」二文字は赤い斜めの点線で書かれている）」

は、本件商標と類似せず、第三者に混同誤認を生じさせるおそれもない。

集積回路の性質からすると、民生品ではなく、購入側も一般的な消費者で

はない電気製品、応用製品の製造業者乃至集積回路の販売代理店である。

仕入れの流れとしては、個別の IC 製品の機能、特性、規格、数量、価格

等を確認した上で購入するため、業界特性からすれば、購入側のこのよう

な IC 製品への注意力及び判別力は、一般民衆や知的財産局の審査官より

はるかに高く、異なる会社による IC 製品を容易に区別できる。 

このため、「特典 TOPICS」と「TOPIC」の英文字「S」だけの相違であると

は絶対に言えず、混同誤認を生じさせるおそれはない。 

（被告はフェア・ユースを主張した。訴訟当時の台湾の商標法では、“善

意でフェア・ユースの使用方法により、自己の名称を表示するもので、商

標として使用していないもの”に商標権は及ばないと規定している39。被

告の英語の会社名は「TOPIC」であり、集積回路の研究開発、製造及び販

売に従事し、その商品も台湾以外の国へ輸出することが多く、買い手も外

国のメーカーが大多数であり、被告はあくまでも自社のチップ商品に会社

名を表示したに過ぎないと主張した。） 

 

                         
39 訴訟当時の商標法 23 条 1項の規定は、法改正を経て、現行法の 36 条 1 項 1号の形となっ

た。詳しくは、「弐、五、（三）、3」（頁 124 以降）を参照。 
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 ≪裁判所の見解≫ 

 係争図案の表示から判断すると、やはり商標の「使用」に当たる。被告は

係争図案をチップに付けており、その使用態様は、かなり目に付きやすい

箇所に表示するものである。裁判当時の商慣習からすると、商標を目につ

きやすい箇所に表示するのが一般的であり、会社名は目立つ所を商標に譲

るため、一番目立つ所に置かないのが普通である。係争図案を目立つ所に

表示したことから、被告がこれを商標として使用したことは疑いようがな

い。 

しかも、被告はかつて係争図案を商標登録出願したことがあったため、や

はりこれを「商標」として使用する意図があり、単に会社名として使用し

たわけではないといえる。 

 

 しかし、引用商標及び係争商標が類似商標でなく、外観、称呼又は観念上

は異なり、実際の取引の流れや当該産業の購入者の取引実情から斟酌する

と、両商標は、需要者に混同誤認を生じさせるおそれはなく、類似商標で

はない。 

 

 被告の係争商標の使用行為によってどのような損害を受けたかを立証し

ていない。 

 

この為、原告の請求を棄却する。 

 

(2) 小結 

 

 台湾の裁判実務において、商標の類否判断は、指定商品又は指定役務の需要

者が通常有する注意力を基準として行われる。上記裁判例から分かるように、

半導体業界が使用する関連設備・修理部品乃至消耗品は、一般的な民生用の商

品でなく、購入者は製造業者や販売代理店である。当該購入者は、IC 製品の

注意力や判別力が高く、異なるメーカーの IC 製品を容易に区別できるため、

商標自体に高度な識別力がなく、被疑侵害者が類似する図案・文字商標を用い

る場合でも、半導体という分野で商標権により権利を保護することは容易でな

い。 

 

(二) 自動車業界に関連する裁判例 

 

 台湾の自動車業界（オートバイ業界を含む）における、消耗品・修理部品の
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