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論文試験発表後からでも挽回できる！ 

論文上級答練フル活用術 
 

 

私の講義では 

 

字面だけでなく、図・表・チャートを駆使し、更には、蛍光ペンを駆使することに

よって、右脳と左脳をバランスよく使う講義を展開いたします。 

色のルールは、原則、以下に従いますが、単にメリハリを付けるために色を使い分

けることもあります。 

 

ピンク    →  重要事項、重要キーワード、大項目・中項目の見出し、直接事項 

赤      →  基本的には、ピンクと同じ役割だが、ピンクが無いときやメリハ

リを出したいときに使う。 

オレンジ   →  尚書、論点、問題提起、限定事項、仮定的表現 

黄色     →  具体例（肯定的な具体例）、例外の例外（青の逆）、 新の改正

部分 

緑      →  理由付け 

青      →  但書や除き書等の例外的事項、否定的内容、否定的具体例、冒認

者や侵害者等の悪い奴 

紫      →  基本的には、青と同じ役割だが、青が無いときやメリハリを出し

たいときに使う。 
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論文得点力ベースアップ講座シリーズ 
[審査基準攻略講座]より 

特実審査基準 第１部 

審査総論 
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第３部 特許要件 3.4 

拡大先願（29条の２） 

 

特許の要件（29条の２） 

特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願等であって当該特許出願後に出願公開等

されたものの願書に 初に添付した明細書、請求の範囲又は図面（36条の２第２項の外国語書面出願に

あっては、同条第１項の外国語書面）に記載された発明等（その発明等をした者が当該特許出願に係る

発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明等を除く。）と同一であるときは、その発明につ

いては、前条第１項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時に

その出願人と当該他の特許出願等の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。 

１．概要（第２部 第３章 1．） 

後願が先願の出願公開等より前に出願されていたとしても、後願に係る発明が先願の当初

明細書等に記載された発明等と同一である場合には、後願が出願公開等されても新しい技術

を何ら公開するものではない。本条が上述のように規定するのは、このような後願に係る発

明に特許を付与することが、新しい発明の公開の代償として発明を保護しようとする特許制

度の趣旨からみて妥当でないからである。 

２．形式的要件を満たすことの判断（第３部 第３章 3.1） 

 ⑴ 他の出願の発明者が本願の請求項に係る発明の発明者と同一でないこと（3.1.1） 

 ⑵ 他の出願の出願人が本願の出願時において、本願の出願人と同一でないこと（3.1.2） 

 
 【出願人同一の判断時（本願の出願時）についてのまとめ】 

出願の種類     本願の出願時点 
分（44）・変（46）・実（46-2） 原出願の出願時（44②、46⑥、46-2） 

国内優先権の主張を伴う出願 後の出願時（41②で 29-2 本文登場） 

パリ優先権の主張を伴う出願 我が国出願時（ﾊﾟﾘ 4B は遡及効ではない） 
国際特許出願 国際出願日（184-3①）…※ 

 ※…例外的に、「出願時」ではなく、「出願日」が基準となる。 

【R2-9-3】（44.7％） 

甲は、自らした発明イを明細書に記載した特許出願Ａをした。その後、出願Ａの出願公開前

に、乙は、自らした発明イを特許請求の範囲に記載した特許出願Ｂをした。出願Ａの出願公開

の後、特許を受ける権利の移転により、出願Ａの出願人の名義が乙に変更された。その後、乙

は、出願Ｂを基礎とする国内優先権の主張を伴って、発明イ及び発明ロを特許請求の範囲に記

載した特許出願Ｃをした。この場合、出願Ｃは、出願Ａをいわゆる拡大された範囲の先願とし

て特許法第29条の２の規定により拒絶されることはない。  

                                  （Ans）○ 

…発明者同一も出願人同一も、全員一致を意味する。 
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第５部 優先権 5.1 

パリ優先権（43条） 

 

パリ条約による優先権主張の手続（43条） 

１ パリ条約４条Ｄ⑴の規定により特許出願について優先権を主張しようとする者は、その旨並びに

初に出願をしたパリ条約の同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面を経済産業省令で定め

る期間内に特許庁長官に提出しなければならない。  

２ 前項の規定による優先権の主張をした者は、 初に出願をしたパリ同盟国の認証がある出願の年

月日を記載した書面、その出願の際の書類で明細書、特許請求の範囲及び図面に相当するものの謄

本又はこれらと同様な内容を有する公報若しくは証明書であってその同盟国の政府が発行したもの

を次の各号のうち 先の日から１年４月以内に長官に提出しなければならない。  

一 当該 初の出願若しくはパリ条約４条Ｃ⑷の規定により当該 初の出願とみなされた出願又は

同条Ａ⑵の規定により当該 初の出願と認められた出願の日  

二 その特許出願が41条１項の規定による優先権の主張を伴う場合における当該優先権の主張の基

礎とした出願の日  

三 その特許出願が前項、次条１項又は43条の３第１項若しくは第２項の規定による他の優先権の

主張を伴う場合における当該優先権の主張の基礎とした出願の日  

３ 第１項の規定による優先権の主張をした者は、 初の出願の出願番号を記載した書面を前項に規

定する書類とともに長官に提出しなければならない。ただし、その番号を知ることができないとき

は、当該書面に代えてその理由を記載した書面を提出し、かつ、その番号を知ったときは、遅滞な

く、その番号を記載した書面を提出しなければならない。  

４ 第１項の規定による優先権の主張をした者が第２項に規定する期間内に同項に規定する書類を提

出しないときは、当該優先権の主張は、その効力を失う。  

５ 第２項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法によりパリ条約の同盟国の政府又は工

業所有権に関する国際機関との間で交換することができる場合として経済産業省令で定める場合に

おいて、第１項の規定による優先権の主張をした者が、第２項に規定する期間内に、出願の番号そ

の他の当該事項を交換するために必要な事項として経済産業省令で定める事項を記載した書面を特

許庁長官に提出したときは、前２項の規定の適用については、第２項に規定する書類を提出したも

のとみなす。 

６ 特許庁長官は、第２項の期間内に同項に規定する書類又は前項に規定する書面の提出がなかった

ときは、第１項の規定による優先権の主張をした者に対し、その旨を通知しなければならない。 

７ 前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、第２項に規定する書

類又は第５項に規定する書面を特許庁長官に提出することができる。 

８ 第６項の規定による通知を受けた者が不責事由により前項の期間内に２項書類又は５項書面を提

出できないときは、前項の規定にかかわらず、経済産業省令で定める期間内にその書類又は書面を

特許庁長官に提出することができる。  

９ 第７項又は前項の規定により２項書類又は５項書面の提出があったときは、第４項の規定は、適

用しない。 
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１．概要（第５部 第１章 1.）…Ｈ27特実Ⅰ⑴ 

パリ条約による優先権とは、パリ条約の同盟国(第一国)において特許出願した者が、その

特許出願の出願書類に記載された内容について他のパリ条約の同盟国(第二国)に特許出願す

る場合に、新規性、進歩性等の判断に関し、第二国における特許出願について、第一国にお

ける出願の日(以下この章において「優先日」という。)に出願されたのと同様の取扱いを受

ける権利である。 

同一の発明について複数の国に特許出願をする場合は、翻訳等の準備や各国ごとに異なる

手続が必要となるため、特許出願等を同時に行うことは出願人にとって負担が大きい。この

ような出願人の負担を軽減するための制度として、パリ条約は、優先権の制度を設けている

(パリ条約４条ＡからＩまで)。また、特43条は、パリ条約に基づいて我が国で優先権を主張

する手続について規定している。 

２．優先権の主張ができる者（第５部 第１章 2.1） 

パリ条約による優先権を主張することができる者は、パリ条約の同盟国の国民(パリ条約３

条の規定により同盟国の国民とみなされる者を含む。)であって、パリ条約の同盟国に正規に

特許出願をした者又はその承継人である(同４条Ａ⑴)。 

特許を受ける権利を他人に譲渡して自身が第一国に特許出願をしなかった者は、第二国へ

通常の特許出願はできても、譲渡したその他人の特許出願を基礎としてパリ条約による優先

権を主張することはできない。 

３．パリ条約による優先権の主張を伴う日本出願ができる期間（第５部 第１章 2.2） 

パリ条約による優先権の主張を伴う日本出願ができる期間(優先期間)は、優先日から 12

月である(同４条Ｃ⑴及び⑵)。 

４．パリ条約による優先権の主張の基礎とすることができる出願（第５部 第１章 2.3） 

⑴ 正規の国内出願であること（2.3.1） 

パリ条約による優先権の主張の基礎とすることができるのは、パリ条約の同盟国で正

規にされた国内出願のみである(同４条Ａ⑴及び⑶)。 

⑵ 初の出願であること（2.3.2） 

パリ条約による優先権の主張の基礎とすることができるのは、パリ条約の同盟国にお

ける 初の出願のみである(同第４条Ｃ⑵及び⑷)。これは、 初の出願に記載された発

明について、後の出願を基礎として再度(すなわち累積的に)優先権の主張の効果を認め

ると、実質的に優先期間を延長することになるからである。 

５．パリ条約による優先権の主張の効果（第５部 第１章 2.4） 

優先日から日本出願の出願日までの期間内にされた(ⅰ)他の出願、(ⅱ)発明の公表又は実施

若しくは(ⅲ)その他の行為によって、後の出願は不利な取扱いを受けることがない。また、こ

れらの行為は、第三者のいかなる権利をも発生させるものではない(同４条Ｂ)。 

…Ｒ２特実Ⅰ⑶ 

甲               Ｘ（イ、ロ） 

        ｜         ｜            ｜ 

乙   Ｙ１（イ）inパリ同盟国   パリ優先権主張   Ｙ２（イ、ロ） 
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第５部 優先権 5.2 

国内優先権（41条） 

 

特許出願等に基づく優先権主張（41条） 

１ 特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、先の出願の願書に 初に添付した明細書、特

許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面（先の出願が外国語書面出願である場合にあ

っては、外国語書面）に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。ただし、先の出

願について仮専用実施権を有する者があるときは、その特許出願の際に、その承諾を得ている場合に

限る。  

一 その特許出願が先の出願の日から１年以内にされたものでない場合（その特許出願を先の出願の

日から１年以内にすることができなかつたことについて正当な理由がある場合であつて、かつ、そ

の特許出願が経済産業省令で定める期間内にされたものである場合を除く。）  

二 先の出願が分割出願、変更出願若しくは実用新案登録に基づく特許出願である場合  

三 先の出願が、その特許出願の際に、放棄され、取り下げられ、又は却下されている場合  

四 先の出願について、その特許出願の際に、査定又は審決が確定している場合  

五 先の出願について、その特許出願の際に、実14条２項に規定する設定登録がされている場合  

２ 前項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされ

た先の出願の願書に 初に添付した明細書等（当該先の出願が外国語書面出願である場合にあって

は、外国語書面）に記載された発明（当該先の出願が国内優先権の主張又はパリ条約による優先権の

主張若しくはパリ条約の例による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての

優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類に記載された発明を除く。）についての29条、

29条の２本文、30条１項及び２項、39条１項から４項等の規定の適用については、当該特許出願は、

当該先の出願の時にされたものとみなす。  

３ 第１項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の願書に 初に添付した明細書等（外国語書面出

願にあつては、外国語書面）に記載された発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の

願書に 初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面（当該先の

出願が国内優先権の主張又はパリ条約による優先権の主張若しくはパリ条約の例による優先権の主

張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願

の際の書類に記載された発明を除く。）については、当該特許出願について特許掲載公報の発行又は

出願公開がされた時に当該先の出願について出願公開又は実用新案掲載公報の発行がされたものと

みなして、29条の２本文又は実３条の２本文の規定を適用する。  

４ 第１項の規定による優先権を主張しようとする者は、その旨及び先の出願の表示を記載した書面を

経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。 
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１．概要（第５部 第２章 1.） 

国内優先権制度とは、すでに出願した自己の特許出願又は実用新案登録出願の発明を含め

て包括的な発明として優先権を主張して特許出願をする場合には、その包括的な特許出願に

係る発明のうち、先の出願の出願当初の明細書等に記載されている発明について、新規性、

進歩性等の判断に関し出願の時を先の出願の時とするという優先的な取扱いを認めるもので

ある。 

本制度により、①基本的な発明の出願の後に、当該発明と後の改良発明とを包括的な発明

としてまとめた内容で特許出願を行うことができ、技術開発の成果が漏れのない形で円滑に

特許権として保護されることが容易になり、②先にされた特許出願又は実用新案登録出願を

基礎として優先権を主張して特許協力条約（PCT）に基づく国際出願において日本を指定（い

わゆる「自己指定」）した場合にも、その指定の効果が日本においても認められることとなる。 

２．優先権の主張ができる者（第５部 第２章 2.1） 

国内優先権を主張することができる者は、特許を受けようとする者であって、先の出願の

出願人である(41条１項本文)。 

したがって、先の出願の出願人と後の出願の出願人とが後の出願の時点において同一であ

ることが必要である。 

なお、出願人は、先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは、後の出願の際

に、その者の承諾を得ていることが必要である(同条１項ただし書)。 

３．優先権の主張ができる期間（第４部 第２章 2.2） 

国内優先権の主張を伴う後の出願ができる期間(優先期間)は、原則として、先の出願の日

から１年である(41条１項１号)。 

４．先の出願の当初明細書等に記載した事項との対比及び判断（第４部 第２章 3.1.3） 

後の出願の明細書、特許請求の範囲及び図面が先の出願について補正されたものであると

仮定した場合において、その補正がされたことにより、後の出願の請求項に係る発明が、「先

の出願の当初明細書等」との関係において、新規事項の追加されたものとなる場合には、国

内優先権の主張の効果が認められない。すなわち、当該補正が、請求項に係る発明に、「先

の出願の当初明細書等に記載した事項」との関係において、新たな技術的事項を導入するも

のであった場合には、優先権の主張の効果が認められない。 

ここで、「当初明細書等に記載した事項」とは、当業者によって、当初明細書等の全ての

記載を総合することにより導かれる技術的事項である。…Ｈ28特実Ⅱ設問⑷ 
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【関連過去問】［Ｈ28 特許法・実用新案法 問題Ⅱ 設問⑷］ 

 

    甲 

Ｈ20.4.1 Ｘ（？）→ 

    ↓ 41       ←丙：Ｈ20.10.1 abd2を備えたﾎﾞｰﾙﾍﾟﾝ（製品Ａ２）の製造販売開始 

Ｈ21.3.30Ｙ（イ）→ 

イにつき特許権Ｐ取得→ 特許発明イ＝abcd1（又はd2）を備えたﾎﾞｰﾙﾍﾟﾝ 

（ｃ周知技術で、Ｙの際に追加された構成で、Ｘとの関係で新たな技術的事項を導入するもの） 

 

 差止請求（100）    乙：製品１（abcd1）を製造販売 

 

 

設問⑷ 

クリップｃは、特許出願Ｘの出願前に筆記具の技術分野において周知技術であった。 

しかし、特許発明イのクリップｃは、特許出願Ｙの際に明細書に追加された構成であって、

特許出願Ｘの願書に 初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項との関

係において、新たな技術的事項を導入するものである。 

一方、丙は、平成20年10月１日より「インクａ、インクａを収容した収容部ｂ、及びペン先

ｄ２を備えたボールペン」（「製品Ａ２」という。）の販売を全国的に開始していた。なお、

特許発明イのインクａと製品Ａ２のインクａは、構造及び特性等を同一にする物であるとする。 

この場合、乙は、侵害訴訟において、特許法第104条の３第１項に基づき、どのような抗弁を

主張することが考えられるか、説明せよ。 

 

（Ans） 

甲の特許発明イ（＝abcd2）は、公然実施された「abd2」と周知技術「c」の寄せ集めであ

って、進歩性がなく、被告乙は、29②（123①Ⅱ）に基づき104-3①の抗弁可。 

∵イには優先権の利益（41②）が認められないから。 
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第２部 意匠登録を受けようとする意匠の認定 2.2 

意匠ごとの出願 

 

一意匠一出願（７条） 

意匠登録出願は、経済産業省令で定める物品の区分により意匠ごとにしなければならない。 

（Ｒ３．４．１施行後は、上記下線部が「ところ」となる。 

 

１．概要 

７条は、意匠登録出願は意匠ごとにしなければならない旨を規定している。 

具体的な手続は施行規則に委ねており、同規則では、複数意匠に係る出願を一つの願書で

行う手続を認めつつ、それぞれの出願には一つの意匠のみを含めること（一意匠一出願）を

定めている。 …Ｒ３．４．１施行予定 

一意匠一出願の要件は、一つの意匠について意匠権を一つ発生させることにより、権利内

容の明確化及び安定性を確保するとともに、無用な紛争を防止するという、手続上の便宜及

び権利侵害紛争上の便宜を考慮したものである。 

 

他方、二以上の意匠を含む出願であっても、他の実体的要件に不備がなければ、二以上の

意匠について異なる意匠登録出願とすべきであったという手続上の不備があるのみである。

したがって、一意匠一出願の要件を満たさない意匠登録出願がそのまま登録されても、直接

的に第三者の利益を著しく害することにはならない。このため、７条の要件は、拒絶理由で

あるが、無効理由ではない。 

 

上記の要件に加えて、同規則においては、一つの意匠権の内容が広範に過ぎるものとなら

ないよう、意匠登録を受けようとする意匠は、用途及び機能が明確なものでなければならな

いとの要件をも規定している。 

 

審査官は、出願された意匠が、この要件を満たしているか否かを判断するにあたり、願書

の「意匠に係る物品」の欄の記載のみならず、願書のその他の欄の記載及び願書に添付され

た図面等を総合的に判断し、意匠登録を受けようとする意匠の物品等の用途及び機能を明確

に認識できる場合は、この要件を満たしたものと判断する。 

 

→「意匠に係る物品」の欄に総括名称が記載されていても、「意匠に係る物品の説明」や図

面から具体的な物品を特定できる場合には、７条違反（17条３号）としない。 
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3.2 意匠に係る物品等の用途及び機能が不明確なものの例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 意匠に係る物品等の用途及び機能が明確なものの例 
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【審査基準 別添（組物の意匠の構成物品等の例）】 

以下の記載の内容は、今後の意匠法施行規則別表第二に合わせて後日修正を行う。 
 

 組物（一組の○○セット） 構成物品等の例 

１ 一組の食品セット ・チョコレート（二以上） 

２ 一組の嗜好品セット ・たばこ、ライター、灰皿 

３ 一組の衣服セット ・ジャケット、ベスト、スラックス 

４ 一組の身の回り品セット 
・指輪、ネックレス、ブレスレット、イヤリング 

・カフスボタン、ネクタイ止め 

５ 一組の美容用具セット ・化粧用ブラシ、（二以上） 

６ 一組の繊維製品セット 
・まくら、掛け布団、敷き布団 

・クッション（二以上） 

７ 一組の室内装飾品セット ・置物（二以上） 

８ 
一組の清掃用具セット ・ほうき、ちり取り 

９ 一組の洗濯用具セット ・電気洗濯機、衣服乾燥機 

10 一組の保健衛生用品セット 
・歯ブラシ立て、コップ 

・電気歯ブラシ、電気歯ブラシホルダー 

11 一組の飲食用容器セット 
・コップ（二以上） 

・皿、ティーポット、ティーカップ 

12 一組の調理器具セット ・鍋、フライパン 

13 一組の飲食用具セット ・スプーン、フォーク、ナイフ 

14 一組の慶弔用品セット ・葬祭用花瓶、香炉 

15 一組の照明機器セット ・天井灯、壁灯 

16 一組の空調機器セット 
・エアーコンディショナー、扇風機 

・エアーコンディショナー、エアーコンディショナー用室外機 

17 一組の厨房設備用品セット ・こんろ台、調理台、流し台、収納棚 

18 一組の衛生設備用品セット ・洗面化粧台、化粧鏡、収納棚 

19 一組の室内整理用品セット ・ハンガー、スカートハンガー 

20 一組の家具セット 
・テーブル、いす、子ども用いす 

・本棚（二以上） 

21 一組のペット用品セット ・ペット用服、ペット用首輪 

22 一組の遊戯娯楽用品セット ・碁盤、将棋盤 

23 一組の運動競技用品セット 
・ゴルフクラブ（二以上） 

・野球用グローブ、野球用ミット 

24 一組の楽器セット 
・ドラム、シンバル 

・楽譜スタンド、椅子 

25 一組の教習具セット ・地球儀（二以上） 

26 一組の事務用品セット ・シャープペンシル、ボールペン、万年筆 

27 一組の販売用品セット ・包装用容器（二以上） 

28 一組の運搬機器セット ・エレベーター、住宅用エレベーター 
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 組物（一組の○○セット） 構成物品等の例 

29 一組の運輸機器セット 

・乗用自動車、自動二輪車 

・インテリアパネル、フロントランプ 

・自動車用フロアマット（二以上） 

30 一組の電気・電子部品セット 
・電球（二以上） 

・コネクタ 

31 一組の電子情報処理機器セット 
・スマートフォン、スマートフォン用充電器 

・ワイヤレスイヤホン、キーボード、マウス 

32 一組の測定機器セット ・温度計、湿度計 

33 一組の光学機器セット ・カメラ、カメラ用ケース 

34 一組の事務用機器セット ・ファクシミリ、複写機、プリンター 

35 一組の販売用機器セット ・飲料自動販売機、たばこ自動販売機 

36 一組の保安機器セット ・消火器、消火器スタンド 

37 一組の医療用機器セット ・手術用メス（二以上） 

38 一組の利器、工具セット 
・ドライバー（二以上） 

・理髪はさみ、理髪用梳きはさみ 

39 一組の産業用機械器具セット ・工業用ロボット（二以上） 

40 一組の土木建築用品セット 
・コンクリート型枠、外装材パネル 

・タイルカーペット、壁紙 

41 一組の基礎製品セット 
・板材（二以上） 

・バルブ、電磁弁 

42 一組の建築物 ・幼稚園、小学校、中学校、高等学校 

43 一組の画像セット 
・銀行振り込み用画像、 

・現金預け払い機操作用画像 
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第２部 ３条２項 2.1 

３条２項（商標審査基準 第２） 

 

商標登録の要件（３条２項） 

２ 前項３号から５号までに該当する商標であつても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る

商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登

録を受けることができる。 

１．商標の「使用」について 

⑴ 商標について  

出願商標と使用商標とが外観において異なる場合は、出願商標を使用しているとは認

めない。  

ただし、出願商標と使用商標とが外観上厳密には一致しない場合であっても、外観上

の差異の程度や指定商品又は指定役務における取引の実情を考慮して、商標としての同

一性を損なわないものと認められるときは出願商標を使用しているものと認める。  

（例１）同一性が認められる場合  

① 出願商標と使用商標が文字の表記方法として縦書きと横書きの違いがあ るに過ぎ

ない場合  

② 出願商標と使用商標が共に一般的に用いられる字体であり、取引者又は需要者の注

意をひく特徴を有せず、両者の字体が近似している場合  

③ 出願商標と使用商標の立体的形状の特徴的部分が同一であり、その他の部分にわず

かな違いが見られるに過ぎない場合  

（例２）同一性が認められない場合  

① 出願商標が草書体の漢字であるのに対し、使用商標が楷書体又は行書体の漢字であ

る場合  

② 出願商標が平仮名であるのに対し、使用商標が片仮名、漢字又はローマ字である場

合  

③ 出願商標がアラビア数字であるのに対し、使用商標が漢数字である場合  

④ 出願商標が     のような態様であるのに対し、使用商標が 

である場合 

⑤ 出願商標が立体商標であるのに対し使用商標が平面商標である場合、又は出願商標

が平面商標であるのに対し使用商標が立体商標である場合  

⑵ 商品又は役務について  

出願商標の指定商品又は指定役務と使用商標の使用する商品又は役務とが異なる場

合には、指定商品又は指定役務について出願商標を使用しているとは認めない。  

ただし、指定商品又は指定役務と使用する商品又は役務とが厳密には一致しない場合

であっても、取引の実情を考慮して、指定商品又は指定役務と使用する商品又は役務の

同一性が損なわれないと認められるときは、指定商品又は指定役務について出願商標を

使用しているものと認める。  
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２．「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるもの」に

ついて  

⑴ 需要者の認識について  

「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるも

の」とは、何人かの出所表示として、その商品又は役務の需要者の間で全国的に認識さ

れているものをいう。  

⑵ 考慮事由について  

本項に該当するか否かは、例えば、次のような事実を総合勘案して判断する。  

なお、商標の使用状況に関する事実については、その性質等を実質的に把握し、それ

によってその商標の需要者の認識の程度を推定する。  

① 出願商標の構成及び態様  

② 商標の使用態様、使用数量（生産数、販売数等）、使用期間及び使用地域  

③ 広告宣伝の方法、期間、地域及び規模  

④ 出願人以外（団体商標の商標登録出願の場合は「出願人又はその構成員以外」とす

る。）の者による出願商標と同一又は類似する標章の使用の有無及び使用状況  

⑤ 商品又は役務の性質その他の取引の実情  

⑥ 需要者の商標の認識度を調査したアンケートの結果  

⑶ 証拠方法について  

本項に該当するか否かの事実は、例えば、次のような証拠により立証する。  

① 商標の実際の使用状況を写した写真又は動画等  

② 取引書類（注文伝票（発注書）、出荷伝票、納入伝票（納品書及び受領書）、請求書、

領収書又は商業帳簿等）  

③ 出願人による広告物（新聞、雑誌、カタログ、ちらし、テレビCM等）及びその実績

が分かる証拠物  

④ 出願商標に関する出願人以外の者による紹介記事（一般紙、業界紙、雑誌又はイン

ターネットの記事等）  

⑤ 需要者を対象とした出願商標の認識度調査（アンケート）の結果報告書（ただし、

実施者、実施方法、対象者等作成における公平性及び中立性について十分に考慮する。）  

⑷ 商標を他の商標と組み合わせている場合について  

出願商標を他の商標と組み合わせて使用している場合は、出願商標部分のみで独立し

て識別力を有するに至っているかを判断する。  

⑸ 団体商標について  

団体商標については、特に､その構成員の使用に関する２．⑵の事実を勘案する。 

なお、構成員の使用事実に関する立証については､その者が構成員であることを立証さ

れているか否かを含めて判断する。  

⑹ 小売等役務の商標について  

小売等役務の商標については、商標が商品や商品の包装、商品の価格表、取引書類、

広告自体に表示されている場合には、その表示態様に応じて、商標が個別具体的な商品

の出所を表示しているのか、又は、取扱商品に係る小売等役務の出所を表示しているの

かを考察し、小売等役務についての使用であるか否かを判断する。 
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【Ｈ30商標法 問題Ⅰ】 

商標法第３条第２項の趣旨と適用要件を説明した上で、当該規定を適用するに当たって「出

願商標と使用商標の同一性」及び「出願商標に係る指定商品・役務と使用商標に係る商品・役

務の同一性」は厳格に解するべきか否かについて論ぜよ。 

ただし、解答に際してはマドリッド協定の議定書に基づく特例は、考慮しなくてよい。 

【４０点】 

 

【答案例】 

問題Ⅰについて 

１．３条２項の趣旨…青本３条２項 

３条１項３号から５号までの商標は、特定の者が長年その業務に係る商品又は役務に使用

した結果、その商品等と密接に結びついて出所表示機能をもつに至ることが経験的に認めら

れるので、かかる場合には特別顕著性が発生したと考えて商標登録し得る旨を規定したもの

である（３条２項）。 

２．３条２項の適用要件 

 ⑴ ３条１項３号から５号までに該当する商標であること 

   上記「１．」で述べた趣旨に基づくものである。 

⑵ 使用の結果需要者が何人かの業務に係る商品等であると認識できるものであること 

具体的には、何人かの出所表示として、その商品又は役務の需要者の間で全国的に認識

されていることを要する。…審査基準３条２項 

３．「出願商標と使用商標の同一性」及び「出願商標に係る指定商品・役務と使用商標に係る商

品・役務の同一性」は厳格に解するべきか…審査基準３条２項 

 ⑴ 商標について  

出願商標と使用商標が外観上異なる場合、出願商標を使用しているとは認めない。 

ただし、厳密に一致しない場合でも、取引の実情を考慮し、商標としての同一性を損な

わないものと認められるときは出願商標を使用しているものと認める。  

⑵ 商品又は役務について  

出願商標の指定商品等と使用商標の使用する商品等が異なる場合には、指定商品等につ

いて出願商標を使用しているとは認めない。  

ただし、厳密に一致しない場合でも、取引の実情を考慮し、商品等の同一性が損なわれ

ないと認められるときは、指定商品等に出願商標を使用しているものと認める。  

 ⑶ 結論 

   いずれについても例外が認められるので、厳格に解するべきではない。 

以上 
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商標登録を受けることができない商標（４条１項２号） 

二 パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国の紋章その他の記章（パ

リ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国旗を除く。）であって、経済

産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

商標登録を受けることができない商標（４条１項３号） 

三 国際連合その他の国際機関（ロにおいて「国際機関」という。）を表示する標章であって経済産

業大臣が指定するものと同一又は類似の商標（次に掲げるものを除く。） 

イ 自己の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている

商標又はこれに類似するものであって、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しく

は役務について使用をするもの 

ロ 国際機関の略称を表示する標章と同一又は類似の標章からなる商標であって、その国際機関と

関係があるとの誤認を生ずるおそれがない商品又は役務について使用をするもの 

 
国際原子力機関の標章→ 
 
 

・本号イでいう「需要者の間に広く認識されている商標」の判断（下の左図） 

終需要者まで広く認識されている商標のみならず、取引者の間に広く認識されている商標を含む。 

・本号ロでいう「誤認を生ずる虞がない商品又は役務」の判断（下の右図） 

国際機関が行う役務と出願に係る指定商品又は指定役務との関連性を勘案して判断する。 
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上級答練サンプル 
問 題   

 

筆記具の発明イを完成させた特許協力条約（以下「ＰＣＴ」とする。）の締約国Ｘ在住の日

本国民甲は、発明イを明細書及び請求の範囲に日本語で記載して日本を指定国に含む国際出

願ＡをＸ国の特許庁にしたところ、国際出願日が認定された。 

その後、甲は、筆記具の発明ロ及びハを完成させたので、当該国際出願日から１年以内に、

Ａを基礎とする優先権を主張して、明細書に自ら完成させた筆記具の発明イ、ロ及びハを記

載して我が国特許庁に特許出願Ｂをしようと考えている。 

以上を前提に、以下の各設問に答えよ。 

ただし、本問における発明は、いずれも互いに同一でも実質同一でもないが、発明イとロ

は発明の単一性（特許法第37条）の要件を満たしているものとする。一方、発明ハは、いず

れの発明とも単一性の要件を満たさない。また、特に示した場合を除き、出願の放棄及び取

下げ、優先権主張の追加、補正及び取下げはしないものとし、特許出願Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ及び

Ｅは、先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願、分割出願、変更出願、

実用新案登録に基づく特許出願、国際特許出願、外国語書面出願のいずれでもなく、公開の

請求、出願審査の請求はされておらず、国内移行手続もされないものとする。さらに、権利

の移転、及び手続ができなかったことについての正当理由や不責事由についても考慮しない

ものとする。 

 

⑴ 特許出願Ｂにおいて優先権を主張する上で甲が留意すべき点について、必要があれば場

合を分けつつ説明せよ。 

 

⑵ Ａの国際出願日から５月経過した時点で、甲は、Ａを基礎として優先権を適法に主張し

て、明細書に筆記具の発明イ、ロ及びハを、特許請求の範囲に発明ロを記載して我が国特

許庁に特許出願Ｂをした。 

  一方、日本国民乙は、筆記具の発明イを完成させ、Ａの国際出願日の２週間前に、発明

イを明細書と特許請求の範囲に記載して我が国特許庁に特許出願Ｃをした。 

Ｃをした日から１月経過した時点で、乙は、特許出願Ｃを基礎として特許法第41条第１

項の規定による優先権を適法に主張して、特許出願Ｄをした。Ｄの明細書には発明イのほ

か、乙が自ら完成させた筆記具の発明ロが記載され、特許請求の範囲にも発明イ及び発明

ロが記載されていた。 

 Ｄをした日から半年経過した時点で、乙は、特許出願Ｄのみを基礎として特許法第41条

第１項の規定による優先権を適法に主張して、特許出願Ｅを行った。Ｅの明細書には発明

イ及びロのほか、乙が自ら完成させた筆記具の発明ハが記載され、特許請求の範囲には発

明イ及びロが記載されていた。 

この場合において、以下の小問に答えよ。ただし、出願Ｂ、Ｅは既に出願公開されてい

るものとし、小問①と小問②③は独立しているものとする。 

① 特許出願Ａ、Ｃ、Ｄの帰趨について、必要があれば場合を分けつつ説明せよ。 

（次頁に続く） 
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② 乙は、出願Ｅについて所定期間内に出願審査請求をしたところ、 初の拒絶理由通知

を受けた。Ｅに想定される拒絶理由、及び当該拒絶理由を解消するためにとるべき措置

について、必要があれば場合を分けつつ説明せよ。ただし、Ａは、Ｂをした後、国際公

開がされることなく取り下げられたものとする。 

③ 甲は、出願Ｂについて所定期間内に出願審査請求をしたところ、 初の拒絶理由通知

を受けた。Ｂに係る発明ロに想定される拒絶理由、及び発明イ及びハについて特許権を

取得するためにとるべき措置を述べよ。なお、乙の出願Ｅは、上記小問②の措置をとっ

たことにより、特許権の設定登録を受けているものとする。 

 

【１００点】 
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 主要論点 
 
以下の事項の理解について問う。 

１．在外者の特許管理人（８条、特施令１条） 

２．日本語特許出願（184条の６第２項） 

３．国内優先権（41条） 

４．パリ優先権（43条、パリ４条） 

５．29条の２（東京高判Ｓ63.9.13「電導性繊維事件」） 

６．39条 

７．補正（17条の２） 

８．分割（44条） 

 

 

 時系列 
 
 

            甲              乙 

 

                      Ａの２週間前に 

                    ←特許出願Ｃ（イ／イ） 

          国際出願Ａ（イ／イ）→    国内優先権（１月） 

                      ←特許出願Ｄ（イロ／イロ） 

       パリ優先 or国内優先（５月）            

                         国内優先権（６月） 

         出願Ｂ（ロ／イロハ）→     

 Ａの日から               ←特許出願Ｅ（イロ／イロハ） 

 １年６月                         

                      

 

   国内優の場合、Ａ取下擬制（42①）→ 

            

Ｂ出願公開→ 

                     ←公開Ｅ（イロ／イロハ） 
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 答案構成 
 
設問⑴ 

１．特許管理人（８条）に関する留意点 

甲は在外者ゆえ、原則、特許管理人によらなければ手続できない点に留意。 

２．優先権主張に関する留意点 

⑴ 国内優先権を選択した場合…41条４項に留意 

⑵ パリ優先権を選択した場合…43条１項及び２項に留意 

設問⑵① 

１．出願Ａの取扱い 

⑴ 国内優先権主張（41条）の基礎とされた場合 

Ａは国内処理基準時に取下擬制（184 条の 15 第４項）。 

⑵ パリ優先権（パリ４条）の基礎とされた場合 

補正命令（184条の５第２項）、出願却下（同条３項）。 

２．特許出願Ｃについて 
Ｃの日から１年４月経過時に取下擬制（42条１項）。 

３．特許出願Ｄについて 

Ｄの日から１年４月経過時に取下擬制（42条１項）。 

設問⑵② 

１．特許出願Ｅに想定される拒絶理由 

いずれの優先権の場合でも、29条の２で拒絶される（49条２号）。 

２．拒絶理由を解消するためにとるべき措置 

イを削除することにより（17条の２）、発明ロを権利化。 

設問⑵③ 

１．ロに係る特許出願Ｂに想定される拒絶理由 

29-2（49Ⅱ）byＤ ∵41条３項  39①（49Ⅱ）byＥ ∵41条２項 

２．イ、ハについて特許権を取得するためにとるべき措置 

⑴ 指定期間内に（17条の２第１項１号、50条）、イをクレームアップ。 

⑵ 指定期間内に（44条１項１号）ハの分割出願＆審査請求（48条の３）。 

 

 

 参考文献 
 
電導性繊維事件（東京高判Ｓ63.9.13） 
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 攻めの答案 
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20

設問⑴ 

１．特許管理人（８条）に関する留意点 

在外者は、政令で定める場合を除き、特許管理人によらなければ、手続がで

きない（８条）。甲は、Ｘ国在住の日本国民ゆえ、在外者である（８条）。 

よって甲は、特施令１条１号又は２号に掲げる場合を除き、特許管理人によ

らなければ以下の手続ができず（８条）、特許管理人によらずに手続をした場

合は、18条の２の規定により却下される点に留意すべきである。 

２．優先権主張（41条、43条）に関する留意点 

Ａに基づく優先権は、国内優先権（41条）か、パリ条約による優先権（パリ

４条）か不明ゆえ、手続上の留意点につき、場合を分けて説明する。 

⑴ 国内優先権を選択する場合 

その旨及び先の出願の表示を記載した書面を経済産業省令（施規 27 条の４

の２第３項）で定める期間内に提出すべき点に留意する（41条４項）。 

⑵ パリ条約による優先権を選択する場合 

その旨、第１国の国名（PCT 締約国であるＸ国）及び出願年月日を記載した

書面を経済産業省令（施規27条の４の２第３項）で定める期間内に提出し（43

条１項、パリ４条Ｄ⑴）、Ａの日から１年４月以内に優先権書類を特許庁長官

に提出すべき点に留意する（43条２項、パリ４条Ｄ⑶）。 

設問⑵① 

１．出願Ａの帰趨 

⑴ 国内優先権主張（41条）の基礎とされた場合 

題意より、Ａは日本語特許出願（184 条の６第２項）であるが、Ａの日から

経済産業省令（施規 38 条の６の５）で定める期間を経過した時又は国内処理

基準時のいずれか遅い時に取下擬制される（184 条の 15 第４項）。本問では、出願

審査請求はされておらず、Ａの日から１年４月以上が経過していると考えられるので、

Ａは国内処理基準時に取下擬制される。 

⑵ パリ優先権（パリ４条）の基礎とされた場合 

Ａは、国内移行手続はされないので、特許庁長官による補正命令後（184 条

の５第２項１号、５号）、出願却下となる（同条３項）。 

２．出願Ｃの帰趨 

Ｃは、国内優先権の基礎とされているので、Ｃの出願の日から経済産業省令

で定める期間経過時に取下擬制される（42条１項、施規28条の４第２項）。 

３．出願Ｄの帰趨 

Ｄは、国内優先権の基礎とされているので、Ｄの出願の日から経済産業省令

で定める期間経過時に取下擬制される（42条１項、施規28条の４第２項）。 

設問⑵② 

１．特許出願Ｅに想定される拒絶理由 

Ｅに係る発明イは国内優先権が累積的に主張されており（41 条２項かっこ

書）、イについてはＥの現実の出願日が特許要件の判断基準日となる。 

一方、Ｂの出願公開の時期は、Ａの出願日から１年６月経過後である（36

政令＝特施令１条 
１号：特許管理人を有
する在外者が日本
国に滞在している
場合 

２号：在外者が特許出
願（○分○変○実を除
く。）その他経済産
業省令（施規４条の
４）で定める手続を
自ら行う場合 

３号：在外者が第４年
以降の各年分の特
許料の納付をする
場合 

特184条の15第４項
において読替準用す
る42条１項の経済産
業省令で定める期間
は、１年４月とする。 

原則、優先日から１
年４月又は後の出願
日から４月の遅い方
まで（１号）。 

施規28条の４第２
項…特42条１項から
３項までの経済産業
省令で定める期間は、
１年４月とする。 

パリ優先権の基礎
とされた出願Ａは、取
下擬制されない。 
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80

60

条の２第２項かっこ書、64条１項）。 

よって、①Ｅの日前にＢの基礎とされたＡがなされており、②Ｅの後にＢが

出願公開され、③Ｅに係るイがＡ及びＢの当初明細書等に記載されており、④

発明者同一（29条の２かっこ書）でも、⑤出願人同一（同条但書）でもないこ

とから、Ｅには29条の２の拒絶理由（49条２号）が想定される。 

もっとも、Ａ又はＢのいずれが引用されるかは、以下の場合分けによる。 

⑴ Ａに基づく優先権が国内優先権（41条）の場合 

設問文但書より、Ａは国際公開されることなく取り下げられているが、Ｂが

出願公開されたときに先のＡが国際公開（184条の13）されたものとみなされ

るので（184条の15第４項で読替適用する41条３項）、Ａが引例される。 

⑵ Ａに基づく優先権がパリ優先権（パリ４条）の場合 

乙のＥに係るイは、Ｅの後に出願公開された甲の出願Ｂ及びその基礎とされ

たＡの当初明細書等に記載された発明イと同一であるため、パリ優先権の主張

を伴うＢに 29 条の２の後願排除効が認められるものと解する（パリ４条Ｂ、

特26条）。よって、Ｂが引用される。 

２．拒絶理由を解消するためにとるべき措置 

指定期間（17 条の２第１項１号、50 条）内に、特許請求の範囲からイを削

除する補正をすると共に（17条の２）、上記拒絶理由が解消する旨を記載した

意見書を提出すべきである（50条）。これによりロについて権利化できるから

である。なお、本補正は、17 条の２第３項、４項違反（49 条１号）とはなら

ない。 

設問⑵③ 

１．特許出願Ｂに想定される拒絶理由 

⑴ Ｅに係るロに優先権の利益が認められるので（41条２項）、Ｂに係るロには、

特許権の設定登録を受けたＥに係るロを引例とする 39 条１項の拒絶理由（49

条２号）が想定される（41条２項）。 

⑵ また、Ｅが出願公開された時にＤが公開されたものとみなされ（41条３項）、

29条の２の拒絶理由（49条２号）が想定される。 

２．発明イ及びハについて特許権を取得するためにとるべき措置 

⑴ 発明イについて 

ロをイに変更する補正をする（17条の２第１項１号）。イについては、乙の

いずれの出願によっても拒絶されないからである（41条２項、パリ４条Ｂ）。 

なお、本補正も、17条の２第３項、４項違反（49条１号）とならない。 

⑵ 発明ハについて 

ハを特許請求の範囲に記載する補正をすると17条の２第４項違反（49条１

号）となるので、ハについては分割出願すべきである（44条１項１号）。適法

に分割すれば、Ｂの出願時に遡及し（同条２項）、乙の出願Ｅによって拒絶さ

れなくなるからである。 

なお、所定期間内に出願審査の請求をすべきである（48条の３）。 

以上

東京高判Ｓ63.9.13 
「電導性繊維事件」

Ｄ自体は、出願公開
されることなく、取下
擬制される（42条１
項）

ハは、イロとの間で
単一性を有しない。 
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設問⑴ 

１．Ｂにおいて優先権を主張する上で甲が留意すべき点 

Ｂにおける優先権が国内優先権（41条）かパリ優先権（パリ４条）か不明で

ある。よって、場合を分けて説明する。 

⑴ 国内優先権を選択する場合 

所定の書面を所定期間内に提出すべき点に留意する（41条４項）。 

⑵ パリ優先権を選択する場合 

所定の書面及び優先権書類を所定期間内に提出すべき点に留意する（43条１

項、２項）。 

２．その他 

題意より、甲は在外者である（８条）。よって、原則、特許管理人によらな

ければ、上記手続ができない点に留意すべきである（８条、特施令１条）。 

設問⑵① 

１．出願Ａの帰趨 

⑴ 国内優先権主張（41条）の基礎とされた場合 

Ａの出願審査請求はされておらず、Ａの日から１年４月以上が経過していると考

えられるので、日本語特許出願（184 条の６第２項）であるＡは、国内処理基準

時に取下擬制される（184 条の 15 第４項、施規 38 条の６の５）。 

⑵ パリ優先権（パリ４条）の基礎とされた場合 

Ａは、国内移行手続はされないので、特許庁長官による補正命令後（184 条

の５第２項）、出願却下となる（同条３項）。 

２．出願Ｃの帰趨 

Ｃは、国内優先権の基礎とされているので、Ｃの出願の日から経済産業省令

で定める期間経過時に取下擬制される（42条１項、施規28条の４第２項）。 

３．出願Ｄの帰趨 

Ｄは、国内優先権の基礎とされているので、Ｄの出願の日から経済産業省令

で定める期間経過時に取下擬制される（42条１項、施規28条の４第２項）。 

設問⑵② 

１．特許出願Ｅに想定される拒絶理由 

Ｅに係るイは、Ｅをした日が基準日となる（41条２項かっこ書）。 

一方、Ｂの出願公開の時期は、Ａの出願日から１年６月経過後である（36

条の２第２項かっこ書、64条１項）。 

よって、①Ｅの日前にＢの基礎とされたＡがなされ、②Ｅの後にＢが公開さ

れ、③Ｅに係るイがＡ及びＢの当初明細書等に記載され、④発明者同一（29

条の２かっこ書）でも、⑤出願人同一（但書）でもないので、Ｅには 29 条の

２の拒絶理由（49条２号）が想定されるが、Ａ、Ｂのいずれが引用されるかは、

以下の場合による。 

⑴ Ａに基づく優先権が国内優先権（41条）の場合 

Ａは国際公開されることなく取り下げられているが、Ｂが公開されたときに

Ａが国際公開擬制されるので（41条３項、184条の13、184条の15第４項）、

政令＝特施令１条 
１号：特許管理人を有
する在外者が日本
国に滞在している
場合 

２号：在外者が特許出
願（○分○変○実を除
く。）その他経済産
業省令（施規４条の
４）で定める手続を
自ら行う場合 

３号：在外者が第４年
以降の各年分の特
許料の納付をする
場合 

特184条の15第４項
において読替準用す
る42条１項の経済産
業省令で定める期間
は、１年４月とする。 

原則、優先日から１
年４月又は後の出願
日から４月の遅い方
まで（１号）。 

施規28条の４第２
項…特42条１項から
３項までの経済産業
省令で定める期間は、
１年４月とする。 

パリ優先権の基礎
とされた出願Ａは、取
下擬制されない。 
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 守りの答案 
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Ａが引例される。 

⑵ Ａに基づく優先権がパリ優先権（パリ４条）の場合 

乙のＥに係るイは、Ｅの後に出願公開された甲の先願Ｂ及びその基礎とされ

たＡの当初明細書等に記載された発明イと同一であるが。国内優先権と異なり

公開擬制の規定はないので 

よってＥに係るイは、Ｂの明細書に記載されたイを引用され、29条の２で拒

絶される（パリ４条Ｂ、特26条、49条２号）。 

２．拒絶理由を解消するためにとるべき措置 

指定期間内に、特許請求の範囲に記載されたイを削除する（17条の２）。こ

れにより上記拒絶理由を解消でき、ロについて権利化できるからである。 

設問⑵③ 

１．特許出願Ｂに想定される拒絶理由 

⑴ Ｂに係るロには、Ｅに係るロを引例とする39条１項の拒絶理由（49条２号）

が想定される（41条２項）。 

⑵ また、Ｅが出願公開された時にＤが公開されたものとみなされ（41条３項）、

29条の２の拒絶理由（49条２号）が想定される。 

２．発明イ及びハについて特許権を取得するためにとるべき措置 

⑴ 発明イについて 

ロをイに補正する（17 条の２）。イについては優先権の利益が得られ（41

条２項、パリ４条Ｂ）、乙のいずれの出願によって拒絶されることもないから

である。なお、本補正は、17条の２第３項、４項違反とならない。 

⑵ 発明ハについて 

ハのクレームアップ補正は17条の２第４項違反（49条１号）となるので、

ハを分割すべきである（44条１項１号）。乙のＥによって拒絶されないからで

ある（同条２項）。なお、所定期間内に出願審査の請求をすべきである（48

条の３）。 

以上 

 

 

東京高判Ｓ63.9.13 
「電導性繊維事件」

Ｄ自体は、出願公開
されることなく、取下
擬制される（42条１
項）
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 出題意図 

ここ２年連続で、特184シリーズが出ていないが、再び出題されることは十分に考えられ

る。また、優先権の出題頻度は依然として高い。そこで、先が国際出願、後が国内出願であ

って、かつ、いずれの優先権か不明である問題を出題した。 

 

 

 解説 

１．設問⑴について 

「必要があれば場合を分けつつ説明せよ。」という問い方がヒントになる。 

Ａに基づくＢは、国内優先権を伴うのか、パリ優先権を伴うのか不明な問題なので、そ

れぞれの場合について説明することになる。 

また、甲は在外者であるため、８条への言及が必須となる。在外者である以上、原則、

特許管理人によらなければ、手続をすることができないが、政令で定める場合には、特許

管理人によらずに手続をすることができる。政令とは、特許法施行令１条を指す。特施令

１条は、Ｈ27までは１号の内容しか存在しなかったが、Ｈ28施行の特許法施行令には３号

まで存在する。このうち１号、２号に該当する余地があるので、その点を考慮した答案が

求められる。 

なお、８条違反は 18 条の２却下の対象となるが、その点については、P.13 にて詳述す

る。 

２．設問⑵①について 

「必要があれば場合を分けつつ説明せよ。」という問い方がヒントになる。 

Ａに基づくＢが国内優先権を伴っているのか、パリ優先権を伴っているのか不明な問題

なので、先の出願（ 初の出願）Ａがどうなるのかそれぞれの場合について説明すること

になる。国内優先権の場合は簡単だが（184 条の 15 第４項の取下擬制）、パリ優先権の場

合はどうなるのか答えに困った人も多いだろう。 

求められている答えは、184 条の５第２項の補正命令、３項の出願却下である。出願審

査請求をしないことによる取下擬制（48 条の３第４項）を書いた人もいるかも知れない。

どうしても不安であれば、両方書くのも手である。 

しかし、出願審査請求の期限は３年である一方、国内書面提出期間は２年６月なので、

補正命令（184条の５第２項）、出願却下（同条３項）の方が早くなされると考えるのが自

然である。よって、未審査請求による取下擬制（48条の３第４項）だけ書いてもプラス評

価しないこと（無益的記載事項）とする。 

なお、本問とは離れて、国際出願Ａ（日本語特許出願）の国内移行手続がなされ、出願

審査請求もなされていたとして、Ａの帰趨はどうなるか考えてみるとよい。 
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３．設問⑵②について 

「必要があれば場合を分けつつ説明せよ。」という問い方がヒントになる。 

Ａに基づくＢが国内優先権を伴っているのか、パリ優先権を伴っているのか不明な問題

なので、それぞれの場合について、Ｅに想定される拒絶理由を答える必要がある。 

国内優先権の場合は41条３項（みなし公開）がポイントとなり、パリ優先権の場合は東

京高判Ｓ63.9.13「電導性繊維事件」がポイントとなる。つまり、Ｅに係るイに想定される

拒絶理由が29条の２である点に変わりはないが、Ａが引例となるか、Ｂが引例となるかと

いう点において差が出る。 

Ｅの拒絶理由解消措置は、「イの削除補正」である。そして、余力があれば、「当該措置

により拒絶理由が解消する旨を記載した意見書の提出」も挙げたいところである。 

４．設問⑵③について 

甲のＢに係るロに想定される拒絶理由及びイハについて特許権を取得するためにとるべ

き措置について訊く問題である。 

Ｂに係るロには、いずれの優先権にせよ、優先権の利益は認められないので、乙の先の

出願Ｄとの関係で29条の２、及び後の出願Ｅとの関係で39条１項の拒絶理由が想定され

る（49条２号）。 

イ及びハについて特許権を取得するための措置は、イ、ハそれぞれについて述べるのが

妥当である。イについては、ロをイに変更する補正（17条の２）にて対処でき、ハについ

ては、44条１項１号の期間内にする分割にて対処できる。分割出願においては、出願審査

請求（48条の３）も挙げて欲しい。  
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 参考判例 東京高判Ｓ63.9.13「電導性繊維事件」 
 
関連条文：（特許法26条、29条の２、パリ４条Ｂ） 

特29条の２とパリ優先権 

 

要旨：パリ優先権主張を伴う特許出願の当初明細書等に記載された発明であって、第１国出願の書類

に開示されているものに拡大先願の地位が認められる。基準日は第１国出願日となる。 

                甲     乙 

      第１国出願Ａ（イ／イロ）→ 

                    ←Ｂ（イ／イ） 

       我国出願Ｃ（ロ／イロ）→ 

              出願公開→ 

 

判旨： 

特 29 条の２の規定は、後願の出願後に先願の出願公開がなされたときには、先願の願書に添付した

明細書等に記載された発明と同一である限り（発明者同一、出願人同一である場合を除く。）後願は許

されないとするもので、昭和 45 年改正にて出願審査制度や出願公開制度の新設と同時に設けられた規

定であるが、その主たる立法趣旨は、先願主義のもと、先願の出願公開以前に出願された後願であって

も、その内容が先願の明細書等に記載された発明と同一内容の発明である場合には、そのような発明に

特許を与えることは、公開に対する代償としての特許制度の趣旨から妥当ではなく、先願の明細書等の

記載事項全部に先願としての地位を認め、その内容と同一の発明に係る後願を排除することが妥当であ

るとする点と新たに設ける出願審査請求制度のもとにおいて、他の出願（先願）の放棄、取下、却下、

拒絶の確定をまたずに当該特許出願（後願）の処理を可能にするには、先願の全内容、すなわち、補正、

分割により特許請求の範囲を増減変更できる範囲の 大限である当初の明細書等の記載事項全部に先

願としての地位を認めておかなければ、客観的にみて後願の妥当かつ迅速な処理が不可能であるという

点にあるものと解されるところ、このことは先願が優先権主張のない国内出願であると優先権主張を伴

う出願であると問わないところであるから、優先権主張を伴う特許出願においても、優先権主張のない

国内出願におけるのと同様、その出願人は、補正、分割（優先権主張具備の分割出願）により特許請求

の範囲を当初の明細書等に記載された範囲全部に拡張、変更することができ、それについてパリ条約４

条Ｂ項及び特 26 条の規定による優先権の利益を享受し得るものと解すべきであって、優先権主張を伴

う出願においても、その明細書等に記載された範囲全部に実際に特許請求の範囲に記載された発明と同

じ先願としての地位の基準日（後願排除の基準日）を与えるのが相当であり、この場合の先願としての

地位の基準日（後願排除の基準日）は、パリ条約４条Ｂ項及び特 26 条の規定により優先権主張日（第

一国出願日）を指すものと解すべきである。 

このように解することは、特 29 条１項３号の規定や出願の日から１年６か月経過後に行われる出願

公開及び出願日から自由に要約書の補正をすることができるとされている１年３月の期間が、優先権主

張出願については、我が国における現実の出願日からではなく、優先権主張日から起算される（同法第

17条の３かっこ書）とされていることも整合するものである。 
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 方式審査便覧15.20  

１．出願手続の却下 

願書及びその添付書類が、次に掲げる事項に該当する場合には、特許法第18条の２第１項

の規定により却下するものとする（特38条の２第１項各号に該当するときは、同条２項の規

定により補完をすることができる旨を通知し、規定する期間内にその補完をしないときは、

同条８項の規定により却下するものとする。また、商５条の２第１項各号に該当するときは、

同条２項の規定により補完をすべきことを命じ、指定された期間内にその補完をしないとき

は、同条５項の規定により却下するものとする。）。 

（共通事項） 

⑴ いずれの種類の出願であるか不明な出願をしたとき。 

⑵ 日本語で書かれていない書面をもって出願をしたとき（特36条の２第１項に規定する外

国語書面及び外国語要約書面を除く。）。 

⑶ 在外者（在外者と日本国内に住所又は居所を有する者が共同して出願をしたときを含

む。）が日本国内に住所又は居所を有する代理人によらないで出願（特許出願（分割出願、

変更出願及び実用新案登録に基づく特許出願を除く。）を除く。）をしたとき。（特８条

１項、特施令１条） 

⑷⑸ 省略 

⑹ 出願をすることができる時又は期間が特許法、実用新案法、意匠法又は商標法により定

められている場合において、その時又は期間外に出願をしたとき（但し、追完が認められ

る場合を除く。）。 

⑺ 以下省略 

２．願書以外の出願書類の却下 

願書以外の出願書類が、次に掲げる事項に該当する場合には、特18条の２第１項の規定に

より却下するものとする。 

⑴ 提出の趣旨の不明な書類その他の物件をもって手続をしたとき。 

⑵～(46) 省略 

(47)「１．出願手続の却下」の⑵、⑶及び⑹は、願書以外の出願書類に準用する。 

ただし、「１．⑶」について、以下の場合には適用しない。 

ア．在外者たる国際特許出願人が国内処理基準時までに手続をする場合（特184条の11第１

項） 

イ．特許管理人を有する在外者が日本に滞在している場合 

ウ．先願参照出願をした者が、先の特許出願の認証謄本を提出する場合 

エ．明細書又は図面の欠落を補完するための手続において優先権主張基礎出願の写しを提出

する場合（特施令１条、特施規４条の４） 

オ．特許出願（分割出願、変更出願及び実用新案登録に基づく特許出願を除く。）と同時に

提出することができる書面を出願と同時に提出する場合（願書に必要事項を記載してその

提出を省略する場合を含む。） 

カ．特許出願における手続において却下の処分を行おうとする際に特許管理人選任の届出が

されている場合  
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 配点基準 

基 準 配 点 

設問⑴ 

１．特許管理人に関する留意点 

原則、特管人によらなければならない点に留意（８条、特施令１条）。 

２．優先権主張に関する留意点 

⑴ 国内優先権を選択した場合…41条４項に留意

⑵ パリ優先権を選択した場合…43条１項及び２項に留意

合計15点 

５点 

５点 

５点 

設問⑵① 

１．出願Ａの取り扱い 

⑴ 国内優先権主張（41条）の基礎とされた場合

Ａは国内処理基準時に取下擬制（184 条の 15 第４項）。

⑵ パリ優先権（パリ４条）の基礎とされた場合

補正命令（184条の５第２項）、出願却下（同条３項）。

２．特許出願Ｃについて

Ｃの日から１年４月経過時に取下擬制（42条１項、施規28-4②）。 

３．特許出願Ｄについて 

Ｄの日から１年４月経過時に取下擬制（42条１項、施規28-4②）。 

設問⑵② 

１．特許出願Ｅに想定される拒絶理由 

いずれの優先権の場合でも、29条の２で拒絶される（49条２号）。 

国内優の場合…Ａが引例  パリ優の場合…Ｂが引例 

２．拒絶理由を解消するためにとるべき措置 

イを削除することにより（17条の２）、発明ロを権利化。 

設問⑵③ 

１．ロに係る特許出願Ｂに想定される拒絶理由 

29-2（49Ⅱ）byＤ∵41条３項  39①（49Ⅱ）byＥ∵41条２項 

２．拒絶理由を解消するためにとるべき措置 

⑴ 指定期間内に（17条の２第１項１号、50条）、イをｸﾚｰﾑｱｯﾌﾟ。

⑵ 指定期間内に（44条１項１号）ハの分割出願＆審査請求（48-3）。

合計55点 

５点 

５点 

５点 

５点 

10点 

５点 

10点 

５点 

５点 

心証点 30点 

合計 100点 

※上記項目以外の項目の記載、題意把握ミス、重大な積極ミス、条文ミス等については、加

点又は減点の処理が行われます。 

※答案用紙選択ミス、用紙表裏逆、黒色・青色以外のペンを使用、鉛筆書き、修正ペン使用、

解読不能な文字で書いた答案、氏名・受講番号不記載の答案は採点されないことがありま

す。 
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■□ＭＥＭＯ□■
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Ｒ２特実【問題Ⅰ】 

１ 甲は、新規な化合物α（以下「発明イ」という。）を発明した。 

その後、甲は、化合物αが抗ウイルス作用を有することを見出し、化合物αを含有する抗

ウイルス剤（以下「発明ロ」という。）の発明をした。  

甲は、令和２年（2020年）１月に、請求項１に発明イ、請求項２に発明ロを記載して、日

本国に特許出願Ｘを行った。  

一方、パリ条約の同盟国の国籍を有する在外者乙は、甲とは独立して発明イをし、発明イ

についての 初の出願として、平成31年（2019年）３月に、請求項１に発明イを記載して、

特許出願Ｙ１をパリ条約の当該同盟国に行った。  

その後、乙は甲とは独立して発明ロをし、令和２年（2020年）２月に、請求項１に発明イ、

請求項２に発明ロを記載して、出願Ｙ１に基づくパリ条約による優先権を主張して日本国に

特許出願Ｙ２を行った。 

ただし、発明ロは、いわゆる当業者が発明イに基づいて容易に発明をすることができたも

のではないものとする。 

以上を前提に、以下の各設問に答えよ。ただし、各設問はそれぞれ独立しているものとし、

各設問に示されていない事実をあえて仮定して論じる必要はない。 

(1) 甲は、平成31年（2019年）２月に発明イの内容を、日本国内において一般の研究者を対象

にして、口頭で学会発表した（以下「発表ａ」という。）。この場合、出願Ｘの審査におい

て、発表ａが拒絶の理由の根拠となるか否か、各請求項について説明せよ。 

ただし、甲は、出願Ｘの発明イについて、発表ａに基づく発明の新規性の喪失の例外の規

定（特許法第30条第２項）の適用に関する手続を適法に行っていたものとする。 

(2) 乙は、平成31年（2019年）４月に発明イ及び発明ロの内容を、研究論文にまとめ、インタ

ーネット上で一般に対して公開した（以下「論文ｂ」という。）。この場合、出願Ｘの審査

において、論文ｂが拒絶の理由の根拠となるか否か、特許法第30条の適用の有無について言

及しつつ、各請求項について説明せよ。 

(3) 出願Ｙ２にパリ条約第４条の優先権が適用されることにより、出願Ｘは甲に特許権を生じ

させるものではなく、甲は出願Ｘの発明イについて特許権を得られないことについて、パリ

条約の規定に基づき説明せよ。ただし、出願Ｘの請求項２について論じる必要はない。 

（次頁に続く） 
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２ 在外者甲は、自らがした発明ａについて、平成29年（2017年）２月に、特許協力条約（PCT）

に基づいて、受理官庁であるＸ国の官庁に対し、日本国を指定国に含み、明細書等に発明ａ

が記載された国際出願Ａを英語で行った。その後、国際出願Ａは、平成30年（2018年）８月

に国際公開された。 

甲は、特許法第184条の３第１項の規定により特許出願とみなされた国際出願Ａ（以下「外

国語特許出願Ａ１」という。）について、国内書面提出期間内に特許法の規定にしたがった

翻訳文を提出し、適法に国内移行手続を行った。その後、この翻訳文に基づき国内公表され

たが、翻訳文には発明ａを発明ｚと翻訳した誤訳があり、発明ｚは発明ａとは実質的に異な

る発明を意味するものであった。 

以上を前提に、以下の各設問に答えよ。ただし、各設問はそれぞれ独立しているものとし、

各設問に示されていない事実をあえて仮定して論じる必要はない。 

 

(1) 日本国民である乙は、平成29年（2017年）４月に、日本国特許庁に対し、特許請求の範囲

及び明細書に自らがした発明ａを記載した特許出願Ｂを日本語で行った。この場合、特許出

願Ｂは、外国語特許出願Ａ１を特許法第29条の２の「他の特許出願」として、同条の規定に

より拒絶されるべきものか、特許法の根拠を付して説明せよ。 

 

(2) 甲は、外国語特許出願Ａ１の出願審査の請求をしようとしたときに、上記誤訳に気づいた。

この場合、①どのような手続により発明ｚを発明ａに補正することができるか、特許法の根

拠を付して説明せよ。②その手続による補正が、外国語特許出願Ａ１の審査において、いわ

ゆる新規事項の追加として、拒絶の理由とはならないことを、特許法及び特許協力条約の根

拠を付して説明せよ。 

 

【１００点】 

 

【論点】 

以下の事項についての理解を問う。  

１ 新規性喪失の例外の規定の適用  

２ パリ条約による優先権  

３ 外国語特許出願を「他の特許出願」とする特許法第29条の２の適用  

４ 外国語特許出願における誤訳訂正 



34 ● 論文試験発表後からでも挽回できる！論文上級答練フル活用術

ＬＥＣ東京リーガルマインド 弁理士 無断複製・頒布を禁じます

Ｒ２特実【問題Ⅱ】 

甲は「薬剤ａ及び薬剤ｂが含浸されたフィルターを備えたフィルターユニット」に係る発明

についての特許権Ｐの特許権者である。特許権Ｐの特許発明の明細書には、ウイルスを不活性

化することを課題とし、当該薬剤ａ及び薬剤ｂによってウイルスを不活性化することにより、

当該課題が解決されることが記載されている。また、当該フィルターユニットは、空気清浄機

に組込み可能な部品である。  

以上を前提に、以下の各設問に答えよ。ただし、各設問はそれぞれ独立しているものとし、

各設問に示されていない事実をあえて仮定して論じる必要はない。 

(1) 甲は、特許権Ｐの技術的範囲に属するフィルターユニットＡの製造及び販売をしていたとこ

ろ、甲は、乙に対し、特許権Ｐについて制限を付することなく範囲を全部とする通常実施権を

許諾した。乙は、通常実施権に基づき、フィルターユニットＡの製造及び販売を開始した。そ

の後、甲は丙との間で特許権Ｐについて制限を付することなく範囲を全部とする専用実施権を

設定する契約を結び、設定登録を行ったが、甲及び乙は、丙の専用実施権の設定登録後も、そ

れぞれフィルターユニットＡの製造及び販売を継続した。 

丙は、設定された専用実施権に基づいて、甲による行為及び乙による行為の差止めを請求

することができるか。①甲による行為及び②乙による行為のそれぞれについて、その理由と

共に説明せよ。 

なお、上記以外の特許権、専用実施権及び通常実施権を考慮する必要はない。 

(2) 甲は、特許権Ｐの技術的範囲に属するフィルターユニットＡの製造及び販売をしている。

ここで、フィルターはフィルターユニットＡを構成する容器への溶着により分離不能とされ

ているものである。また、薬剤ａ及び薬剤ｂは使用開始から３年経過するとすべて蒸発する

ものである。 

丁は、適法に購入した第三者が３年を超えて使用した結果、薬剤ａ及び薬剤ｂがすべて蒸

発したフィルターユニットＡを回収し、フィルターユニットＡを構成する容器からフィルタ

ーを切断し、薬剤ａ及び薬剤ｂをフィルターに再度含浸させる作業を行った後改めてフィル

ターを容器に溶着し、特許権Ｐの技術的範囲に属するフィルターユニットＢを販売する事業

を開始した。 

甲は、特許権Ｐに基づき、丁に対し、フィルターユニットＢの販売行為の差止めを請求す

ることができるか。その理由と共に説明せよ。 

（次頁に続く） 
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(3) 甲は、特許権Ｐの技術的範囲に属するフィルターユニットＡの製造にのみ用いられるフィ

ルターを製造し、戊に対し、これを販売した。戊は、甲から購入したフィルターを、それを

用いてフィルターユニットＡを製造する業者に販売している。 

甲は、特許権Ｐに基づき、戊に対し、フィルターの販売行為の差止めを請求することがで

きるか。その理由と共に説明せよ。 

(4) 甲を被請求人とする特許無効審判が請求され、その請求書において、請求人は「特許権Ｐ

の請求項１に係る特許を無効とする。」との審決を求めるとともに、その理由として、特許

権Ｐの請求項１に係る発明は、その特許出願前に頒布された刊行物Ｘに記載された発明であ

る旨を記載した。刊行物Ｘには、「薬剤ａ及び薬剤ｂが含浸された単層構造のフィルターを

備えた、工場の空気清浄機に用いられるフィルターユニット」が記載されている。 

審判請求書の副本の送達を受けた甲は、特許権Ｐに係る特許請求の範囲について、次のと

おり、訂正を請求した。甲の訂正請求は認められるか。訂正請求前の特許請求の範囲の請求

項ごとに、特許法における訂正請求の要件を満たすか説明した上で、答えよ。 

ただし、訂正請求前の特許請求の範囲の記載は、出願当初のままであり、訂正した特許請

求の範囲に記載された事項は、願書に添付した明細書に記載されているものとし、訂正した

特許請求の範囲において、記載要件違反はないものとする。 

（訂正請求前の特許請求の範囲） 

請求項１ 薬剤ａ及び薬剤ｂが含浸されたフィルターを備えた、フィルターユニット。 

請求項２ フィルターが多層構造である、請求項１に記載のフィルターユニット。 

請求項３ 自動車の空気清浄機に用いられる、請求項１に記載のフィルターユニット。 

（訂正請求書に添付した特許請求の範囲） 

請求項１ 薬剤ａ及び薬剤ｂが含浸されたフィルターを備えた、 

航空機の空気清浄機に用いられるフィルターユニット。 

請求項２ 薬剤ａ及び薬剤ｂが含浸されたフィルターを備えた、 

当該フィルターが多層構造であるフィルターユニット。 

請求項３ 薬剤ｂが含浸されたフィルターを備えた、 

自動車の空気清浄機に用いられるフィルターユニット。 

【１００点】 

【論点】 

特許権に関する以下の事項についての知識及び理解を問う。 

１ 専用実施権の効力と通常実施権の対抗力  

２ 部材を加工した場合の特許権の消尽  

３ 特許権者による間接侵害品の譲渡に基づく特許権の消尽 

４ 特許無効審判における訂正請求の要件 
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Ｒ２意匠 

【問題Ⅰ】 

デザイナー甲は、「自転車」にかごを設置した「かご付き自転車」の意匠イと意匠ロを単独

で創作し、意匠イに係る意匠登録出願Ａと意匠ロに係る意匠登録出願Ｂを令和２年（2020年）

４月１日に出願した。意匠登録出願Ｂは、意匠イを本意匠とする関連意匠登録出願である。 

意匠登録出願Ａ及び意匠登録出願Ｂについて令和２年（2020年）10月30日に登録査定の謄本

が送達され、甲は登録料をすぐに納付し、意匠権の設定の登録がなされた。  

また、甲は令和２年（2020年）８月１日から自己のウエブサイトに意匠ロを一般に公開した。

意匠イについては実施をしていない。 

その一方で、甲は、デザイナー乙と共同して意匠ロに類似する「かご付き自転車」の意匠ハ

を創作し、意匠登録の取得を希望している。甲は、意匠ハからかごを取り除いた「自転車」の

意匠二についても意匠登録の取得を希望している。「自転車」は、「かご付き自転車」の一部

に当たる。 

甲は、競業他社の自転車開発の動向を踏まえ急ぎ出願をするため、上記出願Ａ及び出願Ｂの

意匠権の設定の登録後、これらの意匠公報の発行前に弁理士に相談した。なお、意匠の類否関

係は次のとおりである。意匠イは、意匠ロにのみ類似し、意匠ハ及び二とは類似しない。意匠

ハと意匠二は類似する。上述したとおり意匠ロと意匠ハは類似する。意匠ロと意匠二が類似す

るか否かは不明である。 

 

以上の事実を前提として、以下の設問に答えよ。  

甲から相談を受けた弁理士として、意匠ハに係る意匠登録出願Ｃと意匠二に係る意匠登録出

願Ｄの両方について同日に出願をして意匠登録を受けるために検討すべき点を条文と共に説明

し、併せて具体的な手続について説明せよ。 

 

【５５点】  

 

【問題Ⅱ】 

甲は、日本国内において、自ら創作した意匠イに係る物品ａを業として製造し、丙に納品し

ていた。 

その後、乙は、物品ｂに係る意匠ロを出願し、意匠登録を受けた。意匠ロの形状、模様及び

色彩の結合（以下、形状等）は、意匠イの形状等と同一である。 

乙が当該意匠権に基づいて甲に対し、意匠権侵害の訴えを提起した。甲の意匠イに係る物品

ａの製造及び納品の行為は、意匠法第２条第２項に規定する実施に該当するものとし、この行

為は現在も続いている。 

乙の訴えに対して甲が訴訟上なし得る主張について説明せよ。 

なお、乙の出願は、冒認出願でも、変更出願でもなく、優先権の主張を伴わないものとする。

また、設問に記載した意匠登録出願以外の出願を考慮する必要はない。 

 

【４５点】 
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【論点】 

【問題Ⅰ】  

事例を通じて、先願、新規性、創作非容易性、先願意匠の一部と同一又は類似の後願意匠の

保護除外、新規性喪失の例外の規定等と関連意匠制度との関係の理解を問う。  

 

【問題Ⅱ】  

意匠権侵害の訴えに対応するための否認及び抗弁について、事例を通じ、意匠の類否、意匠権

の効力、先使用による通常実施権、権利行使の制限の理解を問う。 
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Ｒ２商標 

【問題Ⅰ】  

商標権の設定の登録前の金銭的請求権の（１）発生要件、（２）効力及び行使時期、（３）

消滅について説明せよ。 

ただし、解答に際してはマドリッド協定の議定書に基づく特例は、考慮しなくてよい。 

  

【４０点】 

 

 

【問題Ⅱ】 

フィッシュ愛フィッシュ株式会社（以下「甲」という。）は、以下に示す「ＦＩＦ」と「フ

ィッシュ愛フィッシュ」の２段書きからなる商標（以下「本件商標」という。）について、第

29類「水産物の缶詰」を指定商品とする商標登録出願を行い、平成27年（2015年）６月10日に

商標登録を受けた。その後、甲は、本件商標と同一の標章について第31類「食用魚介類（生き

ているものに限る。）」を指定商品とする防護標章登録を受けた。 

ＦＩＦ 
フィッシュ愛フィッシュ 

 

乙は、スイス国に所在する国際機関である国際漁業連盟（Federation for International 

Fishery）であって、缶詰を含む加工水産物の品質を証明している。乙の略称である「ＦＩＦ」

は、国際機関を表示する標章として、令和２年（2020年）10月１日に、経済産業大臣が指定す

るものとなった（以下「指定標章」という。）。 

そこで、乙は、令和２年（2020年）10月22日に、甲の本件商標が商標法第４条第１項に掲げ

る商標に該当すると主張し、本件商標に係る商標登録を無効にすることについて、日本国内に

居所を有する代理人により、審判を請求した（以下「本件無効審判」という。）。  

以上の事実を踏まえ、以下の設問に答えよ。なお、本件商標と指定標章は類似し、甲の防護

標章登録には無効理由、取消理由のいずれも存在しないものとする。 

(1) 本件無効審判において、乙の主張する無効理由が、商標法第４条第１項のうち第何号の

規定に基づくものであるかを特定せよ。 

(2) 上記(1)で特定した規定の趣旨を説明せよ。 

(3) 本件無効審判が、その請求の各要件を具備するか説明せよ。 

(4) 甲は、本件商標の登録の無効を回避するために、本件無効審判において、どのような答

弁をすべきか上記(1)で特定した規定に沿って論ぜよ。 

 

【６０点】 



論文試験発表後からでも挽回できる！論文上級答練フル活用術 ● 39 

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 

【論点】 

【問題Ⅰ】  

商標権の設定の登録前の金銭的請求権について基本的な知識及び理解を問う。 

 

【問題Ⅱ】  

１． 商標法第４条第１項第３号の規定についての理解をパリ条約との関係で問う。  

２． 商標法第４条第１項第３号が無効理由となる場合の要件についての理解を問う。  

 

   



 



 



著作権者　株式会社東京リーガルマインド
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