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第１章 弁理士試験とは 

１．受験者数推移 
 
 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R01 

受験者数 8735 7930 7528 6216 5340 4679 4352 3977 3862 

短答受験者 6377 5255 4734 4674 4219 3586 3213 3078 2895 

短答合格者 1861 1277 434 550 604 557 287 620 531 

短答合格率 29.2% 24.3% 9.2% 11.8% 14.3% 15.5% 8.9% 20.1% 18.3% 

初回短受験 1610 1337 1351 978 851 727 703 659 697 

初回短合格 267 207 115 75 78 51 64 100 65 

終合格者 721 773 715 385 319 296 255 260  

初回合格者 38 41 35 23 18 17 21 30  

短答合格点 39 37 39 39 39 39 39 39 39 

２．短答試験→論文試験→口述試験 

弁理士試験に合格するためには、 

 ① 短答試験  ② 論文試験  ③ 口述試験 

に合格する必要があります。 

 

問題の解きにくさは、 

   短答試験 ＜ 論文試験 ＜ 口述試験 

 

ですが、問題の難易度は、 

   短答試験 ＞ 論文試験 ＞ 口述試験 

 

となります。すなわち、問題の難易度を考えると、まずは、短答試験の学習が一

番ハードルが高いです。 

合格率も、 近は上昇していますが、それでも 20％前後となります。しかし、

合格基準点は、平成 25 年以降 39 点となっています。したがって、39 点をしっか

りとることで、短答試験は合格することが可能です。 

 

まず、第１の目標は短答試験で 39点を取ることです。 
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第２章 資格試験は「勉強」ではなく「仕事」 

１．納期（成果）を大切にする 

弁理士試験については、「勉強」ではなく「仕事」として考えることが重要です。

それは、「納期」（期限）があり、それまでに「弁理士試験に合格する」というプ

ロジェクトを完了させる必要があるからです。 

 

勉強だけをしておけば十分だった学生時代とは異なり、今は「仕事」や「家庭」

のことなど、色々と時間を取られることがあると思います。また、10 代は苦痛で

はなかった丸暗記も、30 代、40代・・・と年齢を重ねるとつらくなってきます。 

 

したがって、「弁理士試験に合格する」ためには、今までと異なる学習方法が大

切です。それは、 

 ⑴ 時間を意識すること 

 ⑵ 結果を意識すること 

になります。そして、この２つを意識するのは、「勉強」ではなく「仕事」と同

じことです。 

２．どうせ忘れてしまう 

弁理士試験の勉強はやるべきことがたくさんあります。例えば、１日何Ｘ個新し

いことを覚えれば合格できる、１日Ｙ時間学習すれば合格できるとはっきりしてい

れば楽だと思います。 

しかし、現実には新しいことを順調に覚えることは難しいです。また、覚えたつ

もりでも、時間が経つと忘れてしまいます。 

 

したがって、勉強するときは「どうせ忘れてしまう」という前提から勉強をする

のはどうでしょうか？「忘れてはいけない」と考えると、プレッシャーになります。

学習は１回やって終わりではありません。２回、３回・・・と繰り返し学習します。

まず、１回目に覚えるべきこと、２回目に覚えるべきことを明確にします。そして、

１回目に覚えるべきこと以外は、忘れても大丈夫という意識をもつことで、繰り返

し学習する重要性に気がつきます。 
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３．時間をつくる 

机に向かって勉強時間を定期的に確保することは、資格試験の勉強では難しいと

思います。例えば、毎週「土日」勉強するつもりが、10 月、11月、12月と年末な

っていくとペースが乱れてしまうこともあるでしょう。 

毎日「○時間」勉強しようとしても、仕事の都合や、家庭の都合によりどうして

も学習できない日も出てくると思います。 

このように、資格試験の勉強は、学生のときと違い、「仕事優先」「家庭優先」

になります。 

 

それでは、学習時間作るにはどうすればよいのでしょうか？ 

「時間を増やす勉強法」とは、 

  ・物理的な勉強時間を増やす 

  ・同じ時間内で学習量を増やす（より多くの問題を素早くこなす） 

  ・必要な学習量だけを増やす（勉強する量を減らす） 

ことを意識することが重要です。 

⑴ すきま時間・細切れ時間の学習 

学生時代のような「勉強をする！」という気持ちから切り替える 

 → いつでも何処でも勉強出来る体制に 

   電車の中、車の中、トイレの中でも勉強できる環境を作る 

⑵ 学習時間 

どれくらい勉強すれば良いの？ 

個人差はありますが、平均すると１週間に 20 時間が一つの壁となります。10

時間未満になると、学習時間としてはかなり短いです。 

多くの受験生は 10 時間後半～20時間前半の勉強時間を確保しています。 

⑶ 学習を進めることが大切 

初に学習する時間を決めて、その範囲で学習を進めて下さい。例えば、「短

答試験の過去問を１時間で 10 問解く」と決めたら、終わらなくても１時間で終

わらせる努力をしましょう。 

⑷ 勉強時間が多い≠合格である 

どんなに時間をかけても、勉強方法を間違えていたら合格することはできませ

ん。正しい勉強をすることが合格への 短ルートとなります。 
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第３章 弁理士試験攻略 
 

具体的に弁理士試験に効率良く突破するためには、どうすれば良いでしょうか？

勉強の「開始」から「合格」まで色々なルートがあります。 

ご自身にあった「合格への 短距離」を見つけるためには、まず各法域毎の「目

標（ゴール）を決める必要があります。 

１．試験科目 

 

弁理士試験は四法の学習が極めて重要です。まずは、特許法の基礎固めが大切で

す。特許法ができれば、あとは実用新案法、意匠法、商標法と進められるからです。 

⑴ 特許法（実用新案法）（20 点） 

まずは「特許法」の学習をしっかり仕上げましょう。短答の点数として 20 点

配点されますが､頑張って 14 点は確保したいところです。 

とくに特許法は他の科目の基礎ともなります。特許法ができていないと弁理士

試験の合格は難しくなってしまいます。 

「発明とは」からはじまり、各規定の本質的な部分を理解することで、暗記を

せずに学習を進めることができます。 
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⑵ 意匠法（10 点） 

特許法をしっかり押さえたら、次は意匠法です。意匠法は「基本」をしっかり

押さえていればかなり簡単です。 

理由は、短答過去問において、論点がほぼ出尽くしているからです。したがっ

て、意匠法は短答過去問を繰り返し学習することで、８～９点の得点が可能なは

ずです。 

⑶ 商標法（10 点） 

苦手意識がはっきりと出る科目です。特許法と意匠法とは似ています。そうす

ると、意匠法と商標法とで言葉が似ているので、そのまま「特許法との違い」「意

匠法との違い」という学習を継続しがちです。 

しかし、商標法は、特許法とは全く異なる法律です（あえて、そう言い切りま

す）。今までと同じ感覚で勉強すると、「あれ、解けない？」となります。 

商標法と特許法と異なる感覚を身につければ、苦手意識はなくなるでしょう。

商標においても、８～９点の得点が可能です。 

⑷ 不正競争防止法（５点） 

不正競争防止法は条文も少なく、一見すると勉強しやすそうです。ただ、条文

が短いために、条文の解釈は判例が中心となります。したがって、本試験の問題

も条文だけでは解答できません。 

ちょっと難しそうですが、不正競争法の考え方を身につけることで、で３～４

点の確保を目指しましょう。下三法は一番点数の取りやすい科目です。 

⑸ 著作権法（５点） 

条文が多く、全体を通しての勉強がしにくい科目です。試験に出るところを重

点的に学習することで、効率よく点数をとりましょう。２～３点の確保を目標に

勉強を進めるとよいでしょう。 

⑹ 条約（10 点） 

条約は非常に勉強しにくい内容となります。パリ条約、ＰＣＴ、ＴＲＩＰＳ、

マドプロ、ジュネーブ改正協定が出題されます。 

パリ条約、ＴＲＩＰＳはほぼ条文通りです。パリ条約は条文も少ないですので、

確実に点数を取りたいです。 

また、ＰＣＴからおおよそ半分出題されます。ＰＣＴは流れを押さえることで、

正解を出すことが可能となります。条約は５～６点を確保することを目標に頑張

りましょう。 
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２．効率良く合格するために 

⑴ 試験に合格するための勉強 

試験に合格すること＝優先順位を正しくつけて学習すること 

→ 「試験に合格するための勉強」であることを意識する！ 

⑵ 短答試験にまずは突破する 

短答試験に合格しないと論文試験に進めません。したがって、まずは短答試験

に合格することを目標としてください。 

ここで、短答試験は、８割～９割が条文・青本からの出題です。また、過去問

とは同じ問題は出題されませんが、論点は概ね共通と考えてよいでしょう。 

そうすると、過去問を使って「条文の知識を確実にすること」が合格への 短

ルートになります。過去問の答えを覚えるのではなく、「その条文があるのはな

ぜだろう？」と「なぜ（Ｗｈｙ）？」を意識することで、暗記に頼らず、論文に

も通用する知識が身につきます。 

⑶ 論文試験の学習法 

論文試験の勉強は難しそうに見えて実は簡単です。論文試験は、問題文を読ん

だときに、 

 ・この問題には何の部品（ユニット）を使うのだろう？（答案構成力） 

 ・使う部品（ユニット）はどのように書くのだろう？（答案記載力） 

ということが解れば、合格答案を書くことが可能です。 

「答案構成力」「答案記載力」の２つの力があれば、論文試験を突破するのは

難しくありません。 

⑷ 口述過去問の利用 

条文を理解するツールとして有効活用できるのが「口述過去問」となります。

口述過去問を繰り返し学習することで、基本的な条文の構成、趣旨等を理解する

ことが可能となります。 

３．勉強に使うツール 

基本的には「テキスト」「条文」「青本（工業所有権法逐条解説）」です。 

とくに「条文」は辞書ではありません。必ず条文を見るようにしていきましょ

う。条文を何回見たかで合否が決まります。 

また工業所有権法逐条解説は、特許庁で PDF が無料で公開されています。しか

し、可能であれば、書籍版の購入をお勧めします。 
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第４章 短答＆論文速修コースの活用 

１．学習の流れ 

短答＆論文速修コースでは、2020 年の弁理士試験の一気合格を目指して、短答

と論文試験とを同時に学習していきます。このために、２つの学習パターンを想定

しております。 

⑴ 第１パターン 

第１パターンは、以下のような受験生を想定しています。 

 

 弁理士試験の勉強をしたことがない 

 昨年の短答試験の点数が 30 点未満 

 １週間の学習時間が 20時間未満 

 

第１パターンに該当する受験生で大切なことは「短答試験に確実に合格するこ

と」になります。論文の学習が固まっていないことから、まず「短答試験」「論

文試験」に役に立つ基礎力をしっかり身につける必要があります。 

そのためには、基礎力セットアップ講座の期間中に、特許法の知識を確実にす

ることが第１の目標です。 

特許法の知識を確実に身につけた後、論文これ問で知識の定着を図ります。 

⑵ 第２パターン 

第２パターンは、以下のような受験生を想定しています。 

 

 既に、弁理士試験の学習経験がある 

 短答試験の点数が概ね 30 点以上 

 １週間の学習時間が 20時間以上確保可能 

 

第２パターンに該当する受験生も大切なことは「短答試験に確実に合格するこ

と」であることは同じです。しかし、第２パターンの受験生は、論文試験の学習

を早めに開始していただきます。 

短答解法修得講座の間は、「論文過去問の２年分のマッチング作業」「短答解

法の予復習」と重なりますので、かなりハードになります。 
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＜第１パターン＞ 

基礎力
セットアップ講座

（特許法）
論文書き方講座

論文ユニット
構築講座

論文ＳＵ講座

短答解法修得講座
（四法）

２／８

基礎力答練

短答最終チェック講座

４／４

10/05

基礎力
セットアップ講座
（意匠・商標法）

論文基礎
11/04

11/02

短答解法修得講座
（下三法）

短答学習 論文学習

論
文
こ
れ
問

論
文
過
去
問

５／２

５／下

論
文
こ
れ
問

論
文
過
去
問

７／上

四法横断
総まとめ

短答本試験

論文本試験

短
答
こ
れ
問

短
答
過
去
問
集

初学者向け・2 0 時間未満向け
学習の流れ

 
  



ガイダンスレジュメ  ● 9 

無断複製・頒布を禁じます  ＬＥＣ東京リーガルマインド 弁理士 

＜第２パターン＞ 

基礎力
セットアップ講座

（特許法）

論文書き方講座

論文ユニット
構築講座

論文ＳＵ講座

短答解法修得講座
（四法）

２／８

基礎力答練

短答最終チェック講座

４／４

10/05

基礎力
セットアップ講座
（意匠・商標法）

論文基礎
11/04

11/02

短答解法修得講座
（下三法）

短答学習 論文学習

論
文
こ
れ
問論

文
過
去
問

５／２

５／下

論
文
こ
れ
問

論
文
過
去
問

７／上

四法横断
総まとめ

短答本試験

論文本試験

短
答
こ
れ
問

短
答
過
去
問
集

学習経験者向け・2 0 時間以上向け
学習の流れ

※ 各講座の詳細はパンフレットを確認してください。 
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第５章 基礎力セットアップ講座 

１．基礎力セットアップ講座について 

短答試験の学習を早めに準備することは大切ですが、「短答試験にしか通用しな

い」学習を今やるのは得策ではありません。 

まず「短答試験」「論文試験」「口述試験」で使える条文の知識・理解を年内は

優先的に学習すべきです。 

 

 
共通の知識 

（汎用的知識） 
特有の知識 

短答試験 

・各法律、制度がある理由 

・制度全般の理解 

・手続的な流れの理解 

・何故その規定があるのか？ 

 という考え方 

・法域毎の違いの理解 

 

・条文の要件の知識 

・総則、雑則といった細かい規定 

・問題文のポイントを把握する 

・事務処理能力（短時間で処理） 

論文試験 

・答案構成 

・趣旨を記述する 

・法律の細かい言い回し（例「特許発

明の技術的範囲に属する」） 

・記述能力（短時間で書く） 

口述試験 

・定義等を覚える 

・条文を覚える（過去問レベル） 

・何が問われても答えられる力 

 

受験生はどうしても「特有の知識」に目が行きがちです。しかし、「共通の知識」

をしっかり身につければ、あとは各試験制度に併せれば十分なのです。 

 

まずは基礎力セットアップ講座で、「重要な部分の基礎固め」をして頂きます。

これにより、短答解法修得講座の学習が容易になります。 

 

基礎力セットアップ講座では「予習」→「講義」→「復習」の流れをしっかり押

さえて学習する必要があります。 

毎回予習内容を指示しますので、それに従って予習を行ってください。また、復

習についても、指示を行います。 

「予習」→「講義」→「復習」の流れで学習を完結させることで、自然と合格に

必要な力が身につきます。 
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２．大きなイメージをつくる 

基礎力セットアップ講座のとき、細かい規定（条文）を押さえることではなく、

大きなイメージ、すなわち、「特許法らしさ」や、「意匠法らしさ」といった、一

つの「箱」を作ることが大切です。 

そして、大きな「箱」は、条文や規定の流れに沿って理解することが重要となり

ます。例えば、特許法においては、審査の流れや、審判手続の流れを確実に抑える

ことで、条文の理解度が大きく異なります。 

 

また、侵害の場面といった具体的な状況を考えることも大切です。特 100 条、特

101 条・・・と条文を丸暗記するのではなく、どの場面でどの条文を使うのか？と

いった点を抑えることが大切です。 

 

（例）侵害における権利範囲の解釈→無効審判における手続の流れ 

 

このように、知識を整理することで、「弁理士」の考え方に近くになります。大

きなイメージで押さえた知識は、「弁理士」になった後でも多いに活用できます。 

みなさんは、まだ受験生ですが、合格したら「弁理士」になります。受験生の間

にたくさんイメージできれば、合格した後もよい「弁理士」となれるでしょう。 

具体的な場面を想像しながら条文を押さえることにより、短期間で忘れない知識

を作ることができます。 

 

なお、一部の「手続の流れ」については、「100％」の理解が必要です。多くの

受験生は、手続の流れを「90％」の理解で「大丈夫」と判断してしまい、結果とし

て短答試験の成績が安定しないという問題に直面します。 

少なくとも、以下の流れについては「100％」理解するようにして下さい。 

・審査の流れ( 初の拒絶理由通知～拒絶査定～拒絶査定不服審判～特許審決) 

 ・無効審判の流れ 

 ・ＰＣＴの流れ 

 

しかし、安心して下さい。 初はできないのが当然です。講義の中で「今やるべ

きことはどれか」「今やらなくてよいのはどこか」をしっかり指示します。 
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第６章 論文講座 

１．論文の講座の受講について 

論文の講座については、以下の３つの講座がセットとなっています。 

 ① 論文書き方講座 

 ② 論文ユニット講座 

 ③ 論文スキルアップ講座 

 

これらの講座を「１時間単位」の学習でできるようになっています。したがって、

移動中やスキマ時間を活用して、各自学習を進めて頂くのがよろしいかと思います。

特に、①論文書き方講座、②論文ユニット講座については、早めの受講をお勧めし

ます（といっても、基礎力セットアップ講座が終わっていないと、①②との難しい

と思います）。 

２．論文書き方講座 

論文書き方講座は、論文試験の戦略、実際にどのような戦略で論文を記載するか

を説明している講座です。論文試験の基本スタンスを説明する講座のため極めて重

要です。 

しかし、論文の学習を本格的に行っていないと、実感がわかないと思います。短

答試験後にもう一度視聴するとよろしいかと思います。 

３．論文ユニット講座 

論文対策のメインとなります。「論文これ問」を解説している講座です。論文こ

れ問をしっかり学習することで、論文に対する基本的な力が身につきます。論文こ

れ問の内容がしっかり理解し、書けるようになっていると論文試験の合格にかなり

近づきます。 

論文これ問は、１月位までは繰り返し学習するとよろしいかと思います。できれ

ば時間をとって学習を進めて下さい。 

 

なお、論文スキルアップ講座は論文過去問の対策講座となります。論文過去問の

対策は、直接受講生と相談した上で学習スケジュールを作成していきましょう。 
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第７章 短答解法修得講座 

１．条文を「記憶」から「整理」する学習へ 

基礎力セットアップ講座が終わった後、今度は条文を整理する必要があります。

初は、各法律毎に条文を理解する必要があります。 

 

 

テキストを読んでも解らない状態、短答過去問が「解説を読んでも解らない」と

いう状態であれば、まだインプットが出来ていません。しっかりインプットをする

必要があります。 

しかし、「テキストを読めば解る」「解説を読めば解る」という状態の場合は、

皆さんの頭の中にインプットはできています。次に必要な力は短時間で確実に思い

出す力が重要になってきます。 

２．条文のイメージの構築 

１つずつの条文の核となるイメージをしっかり作ることが大切です。この条文

の核となるイメージを作るためには、「何故その規定があるのか？」「何故その

ようになっているのか？」を理解することが重要です。 

そして、各規定の根底となる考え方「特許法」「実用新案法」「意匠法」「商

標法」のそれぞれについて、コアとなる知識を確立させることです。 

弁理士試験は、条文を理解することは重要です。しかし、条文だけに頼るのは

危険であり、その条文の根底となっている考え方をしっかり理解して欲しいと考

えています。 

そうすることにより、短答試験において、条文を忘れたとしても、「おそらく

○ではないか？」といった考え方ができるようになります。 
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短答解法修得講座でも、まずは、テキストに沿って、「規定イメージ」による

条文理解をしてもらっています。 

 

 

 

しかし、「試験に出るところを 優先に学習する」点は変わりません。 

各項目毎に「要点チェック」の項目があります。要点チェックは試験にでるポイ

ントを説明しています。普通のテキストとは違った切り口でイメージを作ってもら

うことを目的としています。 

３．各規定の関連付け 

条文のコアイメージを確立しても、それだけでは「高い精度で正解を導く」こと

は出来ません。今度は思い出す手段を増やしていく必要があります。 

そのためには、四法を横断的で見ること、すなわち制度を横断的にみることが重

要です。それは効率性の向上にも繋がります。効率良く学習が出来るのは、特許法

を一般法として実用新案法、意匠法、商標法と密接不可分の関係にあるからです。 
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また、基礎力セットアップ講座と異なり、短答解法修得講座では法律毎に講義が

進みません。 

本講座は、条文を「手続順」に並べて説明を行います。例えば、目的条文、定義

（それも、実施の定義は後回しです）を学習した後は、出願書類の学習をします。

その後、出願書類の方式補正や、方式違反のときどうなるかといった順序で学習が

進んでいきます。 

すなわち、「頭の中でイメージをしながら、条文を追っていく」事が可能となり

ます。これにより、単なる暗記ではなく、自分の中で条文の意味を繋げて欲しいの

です。 

この流れに沿った学習は、下三法でも同様です。著作権法、不正競争防止法につ

いても、条文通りに限らず、意味のある固まり単位で条文を追っていきます。それ

により、効率良く学習を進めていくことが出来ます（更に、下三法についても、上

述したイメージ学習を行い、コアとなる知識を確立することを目標とします）。 

とくに、講義の中ではイレギュラーな話も扱います。それは、「試験に出ない細

かい論点」という意味ではなく、条文を「試験」という側面から見て欲しいからで

す。例えば、単一性の条文はそもそもモチベーションとしてどういう条文なのか？

また、特 37条（実６条）、意７条、商６条の中に仲間外れの条文があるのですが、

どれが仲間外れなのか？そういう「調べても載っていない知識」を理解していただ

きます。 

４．最終的な講座の目的 

短答解法修得講座では、基礎力セットアップ講座で学習した内容を踏まえて、更

に「この条文が何故あるのか？」「そもそも、この条文はどういう意味なのか」と

いう点を掘り下げていきます。 

そして、一番のポイントは「試験で問われる知識を徹底的に学習する」という点

です。例えば、審査基準の細かい話、学説、試験に出ていない判例は殆ど扱いませ

ん。 

しかし、「条文」という土俵では、何を聞かれても解るレベルになることを目標

とします。それは「レジュメ」の解答ではありません。皆さんが自分で考えた、内

容をしっかり答えられるレベルになって欲しいのです。 

そうすることで、いくつあるか問題であっても、一つ一つの枝に自信を持って答

えられるようになるのです。 
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したがって、講義中にもどんどん質問をします。そのとき、正解を答える必要は

ありません。間違えてもよいのです。考えて「答える」ことが重要です。 

短答解法修得講座が終わる頃には、過去問の枝について、自分なりの根拠をもっ

て全問答えられるようになるのが目標です。また、条文についても、何故その規定

があるのかを、自分の言葉で説明出来るようになることが目標です。 

５．下三法について 

下三法の学習についていつから始めるかが不安だと思います。 

下三法の学習は、始めたら継続して学習することが必要です。したがって、試験

直前から一気に学習ペースをあげていくという方針が大切です。 

ただ、試験直前時期に下三法の学習時間を確保すると、四法の学習時間が減って

しまいます。したがって、下三法の学習が始まるまでに、四法の学習をどれだけ完

成させるから重要となります。 

 

下三法は、四法の勉強とは異なる勉強方法が必要です。講義の中では、条文の枠

にとらわれず、正解が導き出せるような学習で進めていきます。 
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第８章 学習スケジュール 

１．勉強時間を確保する 

勉強時間を確保することが重要なことを既に述べましたが、その為には「学習ス

ケジュール」をしっかりつくることが大切です。弁理士試験に合格するまでの時間

は長いです。勉強をするモチベーションを維持するのはかなり難しいのです。 

したがって、キッチリとしたスケジュールを立てること、小さい目標をその都度

立てることが、学習を続ける秘訣です。 

また、スケジュールは無理に組むことはありません。余裕をもってスケジューリ

ングをして下さい。 

 

 

例えば、「土日」が休みの場合、日曜日はスケジュールを空けるという組み方を

して下さい。例えば、土日とも１日５～６時間の学習スケジュールを立ててしまう

と、スケジュールの調整が出来なくなります。 

１週間で仕事が忙しかった、飲み会が入った、友達と会わなければならない、家

族サービスをする。そういうときの調整日にして頂き、時間が出来れば勉強をする

というスタンスの方がよろしいかと思います。 

 

また、学習時間の記録を必ず付けて下さい。学習時間は会社のお金と同じで、予

算・実績の検討が必要です。毎週しっかり予実対比をする人が、確実に弁理士試験

に合格することができます。 

 

８ 10 13 14 2422

８ 12 13 242220

２時間 ２時間 １時間

0.5時間 0.5 時間 0.5時間 1.5 時間

休日

平日 
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第９章 弁理士試験Ｑ＆Ａ 

弁理士について 

Ｑ．文系なのですが、弁理士を取得しても活用できるのでしょうか？ 

Ａ． 意匠・商標であれば文系の弁理士の方が多いです。また、語学力があれば外国出
願も可能です。特許についても、構造（物の形）については、文系弁理士であって
も活躍されている弁理士は大勢います。 

Ｑ．合格した後、仕事はあるのですか？年齢的に考えています。 

Ａ． 「士業」と呼ばれている中では、仕事に就きやすい資格だと思います。また、特許
事務所の数はかなり多く、所員（弁理士）に対するニーズは様々です。技術力、語
学力があれば更に有利になります。 

Ｑ．就職先としてはどのような場所があるでしょうか？ 

Ａ． 代表的なものは特許事務所か企業知財部になります。それ以外にも、法律事務所、
コンサルタント事務所、著作権管理事業等といった幅広い場所があります。 

Ｑ．特許技術というと 先端の技術のイメージがありますが、仕事についていけるのでし

ょうか？ 

Ａ． 一部の技術は新しいかもしれませんが、大半は基礎技術の積み重ねです。全く知
らない分野であればできない可能性はありますが、ある程度知っている分野であれ
ば対応できると思います。 
 一つの基準として、その分野のニュース（一般的なニュースや、雑誌レベル）が
解れば対応できるでしょう。 

弁理士試験について 

Ｑ．弁理士試験の勉強を始めるためには、仕事を辞めた方が良いですか。 

Ａ． 現在の労働環境があります。仕事を続けるか、辞めるかはご自身の判断となりま
す。しかし、合格者の４分の３は有職者となっています。したがって、働きながら
合格できない資格ではありません。 

Ｑ．特許事務所に勤めていると有利ですか？ 

Ａ． 例えば書類の種類や、特許庁の応答が解るという点は有利でしょう。しかし、特
許事務所等に勤めていない人でも毎年多く合格されています。 

Ｑ．選択科目を受験しなければなりませんが、何で受験した方が良いですか？ 

Ａ． 理系科目が受験できるであれば、そのまま理系科目を選択して下さい。それぞれ
の科目は大学初等レベルに設定されています。 
 理系科目の選択科目が選べない場合又は文系の方は民法を選択することとなりま
す。 
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Ｑ．特許の実務を全く知らないので不安です 

Ａ． それが通常です。自動車の教習所で「全く運転したことないんです」と相談する
人はいません。なお、 近の受験生の割合をみると、特許事務所（法律事務所）に
勤めている人の割合はおおむね４分の１程度です。 

Ｑ．短答試験、論文試験、口述試験と一気に合格できるものでしょうか？ 

Ａ． かなり厳しいのが現実ですが、不可能な話ではないというのが正直な感想です。
方向性を間違えず、試験にでることをターゲットにして勉強をすすめることで、十
分可能です。 
 ただ、その分勉強時間は当然必要となります。「一気に合格する」には、それなり
の努力と代償は必要となります。 

勉強法について 

Ｑ．弁理士試験はどれくらい勉強すればいいですか。 

Ａ． 勉強時間の定義が曖昧なので、具体的に○○時間とはお答え出来ません。勉強は
「インプット」をどれだけしたかが重要だからです。 
 仕事がある場合、一つの目安としては、週 20 時間の学習が取れるか否かだと思
います。 

Ｑ．勉強はいつから始めればいいでしょうか？また、改正法が落ち着くまで待った方が良

いでしょうか？ 

Ａ． 「勉強をそのうち始めよう」と考えるとずるずると時間だけが過ぎてしまいます。始
めようと思ったのが始める時期だと思います。改正法は次から次へと出てきますし、
改正前の内容は実務では使用しますので合格後は知っておかなければなりません。 
 そう考えれば、一日でも早く学習のスタートを切って下さい。 

Ｑ．法律を勉強したことがないので不安です。本当に勉強についていけるのでしょうか？ 

Ａ． 弁理士受験生の大半は法律の初心者です。逆に法律の学習をしたことがある人の
法が少ない試験です。問題有りません。 

Ｑ．取り合えず今年は自分で学習し受験してみたいと思います。その結果によって、本格

的に学習をしようと考えていますが、どうでしょうか？ 

Ａ． 弁理士試験の試験範囲はかなり広く、深いため、独学での学習は効率が良くあり
ません。とくに、勉強を始めたころの「知的財産権」の考え方が、極めて重要です

初に変な癖がつくと、なかなか抜けません。 
 すくなくとも、入門講座については受講し、知的財産権の基本的な考え方は身に
つけた方が、今後の学習では有利です。 

Ｑ．自分が勉強して合格しますか？ 

Ａ． 合格するかしないかではなく、合格をする前提で、どのように勉強して合格する
かを考えましょう。是非頑張って弁理士試験を突破して下さい。 
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資料１ これ問（見本） 
第 132 条（共同審判） 

１ 同一の特許権について特許無効審判又は延長登録無効審判を請求する者が２人以上

あるときは、これらの者は、共同して審判を請求することができる。 

２ 共有に係る特許権について特許権者に対し審判を請求するときは、共有者の全員を

被請求人として請求しなければならない。 

３ 特許権又は特許を受ける権利の共有者がその共有に係る権利について審判を請求す

るときは、共有者の全員が共同して請求しなければならない。 

４ 第１項若しくは前項の規定により審判を請求した者又は第２項の規定により審判を

請求された者の１人について、審判手続の中断又は中止の原因があるときは、その中

断又は中止は、全員についてその効力を生ずる。 

▼これポン▲ 

これポン１ 査定系審判の場合、全員で請求する 

これポン２ 無効審判の場合、権利者（共有者）全員に対して請求する 

これポン３ 審査官が審判請求書に対して補正命令をする場面はない 

[H27-22-イ]甲が特許Ａの請求項１について特許無効審判を請求し、乙が同一の特許Ａの

請求項２について特許無効審判を請求する場合において、甲及び乙は共同して審判を請

求することができる。 

×：請求項が異なる 

[H24-46-1]甲と乙の共有に係る特許権について、甲のみが、丙に対してその特許権に基

づき特許権侵害訴訟を提起している場合、丙は、甲のみを被請求人として当該特許につ

いての特許無効審判を請求することができる。 

×：２項。共有者全員 

[H22-26-5]共有に係る特許権について、誤記の訂正を目的とする訂正審判を請求する場

合、共有者間で代表者を定めて特許庁に届け出たときは、当該代表者は単独で当該審判

を請求することができる。【★】 

×：単独で訂正審判不

可 

[H22-44-1]特許を受ける権利を甲及び乙が共有している。その後、乙が所在不明となり、

連絡が取れない状態になった。この場合、甲は単独で審判を請求することができる。 

×：拒絶裁定不服審判

では出来ない 

[H21-21-5]特許権が甲及び乙の共有に係るとき、乙の承諾を得れば甲は単独で願書に添

付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求する

ことができる。 

×：甲は単独不可／３

項 

[H21-37-4]特許第Ｐ号の請求項１についてのみ特許無効審判を請求する甲は、同じく特

許第Ｐ号の請求項２についてのみ特許無効審判を請求する乙と共に、共同審判を請求す

ることができない。【★】 

○：同一の特許権＝同

一の請求項に係る特

許権 

[H18-13-4]甲及び乙の共有に係る特許権について、乙と技術提携関係にある丙が、甲か

ら特許権侵害の警告を受けた場合、丙は、これに対抗する手段として、甲のみを被請求

人として、当該特許について特許無効審判を請求することができる。 

×：共有者全員 

[H15-15-2]共有の特許権に係る特許発明が、他人の特許発明を利用している場合に、当

該他人の特許権について無効審判を請求するときは、共有者の全員が共同して請求しな

ければならない。 

× 

－－－－－－－－－－－－－－（中略）－－－－－－－－－－－－－－ 
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第 139 条（審判官の除斥） 

審判官は、次の各号のいずれかに該当するときは、その職務の執行から除斥される。 

 一 審判官又はその配偶者若しくは配偶者であった者が事件の当事者、参加人若しくは特許異議申立人である

とき、又はあったとき。 

 二 審判官が事件の当事者、参加人若しくは特許異議申立人の４親等内の血族、３親等内の姻族若しくは同居

の親族であるとき、又はあったとき。 

 三 審判官が事件の当事者、参加人又は特許異議申立人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人

又は補助監督人であるとき。 

 四 審判官が事件について証人又は鑑定人となったとき。 

 五 審判官が事件について当事者、参加人若しくは特許異議申立人の代理人であるとき、又はあったとき。 

 六 審判官が事件について不服を申し立てられた査定に審査官として関与したとき。 

 七 審判官が事件について直接の利害関係を有するとき。 

[27-22-ハ]審判官又はその配偶者もしくは配偶者であった者が事件の特許異議申立人で

あったとき、その審判官はその職務の執行から除斥される。【★】 

○ 

[15-15-4]拒絶査定不服審判において審決をした審判官は、その審決に対する訴えが提起

され、審決が取り消されて特許庁において再び審理が行われる場合に、その事件に審判

官として関与することはできない。 

×：審判と審判 

第 140 条（同前） 

  前条に規定する除斥の原因があるときは、当事者又は参加人は、除斥の申立をすることができる。 

第 141 条（審判官の忌避） 

１ 審判官について審判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者又は参加人は、これを忌避することがで

きる。 

２ 当事者又は参加人は、事件について審判官に対し書面又は口頭をもつて陳述をした後は、審判官を忌避する

ことができない。ただし、忌避の原因があることを知らなかったとき、又は忌避の原因がその後に生じたとき

は、この限りでない。 

[28-特18-4]特許無効審判において、被請求人は、答弁書の提出をもって陳述した。その

場合、被請求人は、答弁書の提出の前から合議体を構成する審判官について忌避の原因

があることを知っていたときであっても、答弁書提出後の口頭審理の際に、忌避の申立

てを口頭で行うことができる。【★★】 

×：答弁書の提出前か

ら知っている 

[24-15-イ]特許無効審判の請求人が、事件について審判官に対し陳述をした後に、当該

審判官が被請求人を補助するための参加人と婚約関係にあることを理由に当該審判官に

対する忌避の申立てをした場合、これを認める決定がされることはない。 

×：忌避の原因を知ら

なかった場合等 

[22-28-ロ]審判の当事者が、審判官について審判の公平を妨げるべき事情があることを

知りながら忌避の申立てをせずに審決を受けた場合、その当事者は過料に処せられるこ

とがある。【★★】 

×：そのような規定は

無い 

[15-15-3]委任による代理人は、忌避の原因があることを知らずに、事件について審判官

に対し書面で陳述し、その後、当該忌避原因を当初から知っていた当事者本人から当該

忌避原因を知らされた場合、当該審判官を忌避することはできない。 

○ 
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資料２ 論文これ問（見本） 

1．分割（査定後分割） Ｂ 

甲は発明イ及びロを明細書に、発明イを特許請求の範囲に記載して特許出願Ｘを行っ

た。特許出願Ｘは出願公開後に審査がなされ、特許査定の謄本が送達された。甲は、発

明ロについても特許権を取得したいと考えたものとする。 

 甲はどのような手続をすることが考えられるか。 

■ 定型文 

甲が発明ロについて、このまま出願すると、当該出願はＸの公開公報を引用して拒絶

される（29 条１項３号、49 条２号）。 

そこで、甲は特許査定の謄本の送達の日から原則として 30 日以内に、ロについて出願

の分割をすることが考えられる（44 条１項２号、７項）。また、ロについて権利化する

ために、当該分割に係る新たな出願について所定の期間内に出願審査の請求をすること

が考えられる（48 条の３第２項、第５項）。 

発明ロについて分割出願が適法になされた場合、当該新たな出願はＸの出願の時にし

たものとみなされ（44 条２項）、拒絶理由を回避し、ロの特許権を取得しえる。 

■ 参考 

過去問：Ｈ26-1 
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おまけ 自己紹介 
 

はじめまして！ＬＥＣ専任講師の弁理士の馬場です。 

簡単にですが自己紹介をしておきます！ 

１．受験歴 

平成 12 年 春 勉強をはじめる 

平成 13 年 （旧制度）短答試験不合格 

平成 14 年 （新制度） 終合格（※繰越合格制度なし） 

       選択科目免除（第１種情報処理技術者） 

２．職歴・現在 

元々は学習塾勤務 

技術の仕事に転職するために弁理士を目指す 

 ※ 受験生時代はＬＥＣでＩＴ資格の講師・制作 

弁理士（平成 14年～） 

 分野 特許  ソフトウェア関連、通信系（LTE 関連）、構造系 

    商標 

ＬＥＣ 専任講師（弁理士 平成 22 年～） 

３．講義のスタンス 

徹底的に「何故その条文があるのか？」という点を考えてもらいます。「覚え

ましょう」は 後の手段。覚えるにしても、知識を無理矢理押し込むべきではあ

りません。整理して知識を入れやすく、そして後で引き出しやすくしましょう。 

また、「弁理士試験に受かる」という点を重視しています。そこには「戦略」

が必要です。したがって、試験に出ないことはあまり扱いません。逆に、試験で

問われることは、あらゆる方面から理解して頂きます。 

ときどき、質問するかも知れません。「解らない」のが受験生は当然です。自

分で考えることが大切です。レジュメの言葉ではありません。積極的に考えるこ

とが大切です。その点を鍛えて頂きます。 
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４．その他 

ＩＴ機器を買うのが趣味です。携帯電話（スマホ）、タブレット、デジカメ、

コンピュータと色々買っています。今までの携帯電話の購入台数は、とてもじゃ

ないけど書けません。 

あとは単純に運転が趣味です。運転していること自体がすきです。 

いままでに、 北端は北海道・門別、 南端は大分に行きました。鹿児島まで

一度行きたいですが、すこし厳しそうです・・・。 

旅行先は何故かショッピングセンターやスーパーマーケットによく行きます。

ヨドバシカメラは全店回りました。 

 

５．Twitter / ブログ 

 

  Twitter @baba_pa(https://twitter.com/baba_pa/) 

  サイト http://baba.hatenadiary.jp/    →  
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