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1 ● 論文本試験 過去問 

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 

平成 21 年度【特許・実用新案】 

【問題Ⅰ】 

甲は、自ら発明した、デジタルカメラに関する発明について特許出願Ｘをし、出願公開

後、出願審査の請求をした。なお、出願Ｘは外国語書面出願でも国際出願に係るものでも

ない。 

出願Ｘの特許請求の範囲の記載は以下のとおりである。 

「【請求項１】手ぶれ防止機構Ａを備えたデジタルカメラ。 

【請求項２】さらに、手ぶれ防止強度調節機構Ｂを備えた請求項１記載のデジタルカ

メラ。」 

出願Ｘの明細書の発明の詳細な説明には以下の記載がある。 

「・・・手ぶれ防止機構Ａに関連する手ぶれ防止強度調節機構Ｂの具体的態様として

は、Ｂ１又はＢ２を採用することができる・・・。 

【実施例１】手ぶれ防止機構Ａを備えたデジタルカメラ・・・ 

【実施例２】手ぶれ防止機構Ａを備え、手ぶれ防止強度調節機構ＢとしてＢ１を備え

たデジタルカメラ・・・ 

【実施例３】手ぶれ防止機構Ａを備え、特定のビデオ撮影機構Ｃを備えたデジタルカ

メラ・・・」 

（注：以下において、各機構は符号（Ａ、Ｂ、Ｃ等）のみで記載するものとし、解答に

おいても同様とする。） 

甲は、Ａ及びＢ１を備えるが、Ｃを備えないデジタルカメラＰを製造、販売している。 

一方、第三者である乙は、出願Ｘの出願後に、Ａ及びＣを備えるが、Ｂを備えないデジ

タルカメラＰ´の事業の準備をし、デジタルカメラＰ´を製造、販売している。このこと

を知った甲は、乙に対しデジタルカメラＰ´は出願Ｘに係る発明の技術的範囲に属する旨

の警告書を送付した。 

警告を受けた乙は、その後、出願Ｘの出願前に頒布された刊行物Ｋに、Ａを備えるが、

Ｂ及びＣをいずれも備えないデジタルカメラが記載されていることを発見したため、特許

庁長官に対し、刊行物Ｋについての情報を提供した。 

甲は、特許権を取得して、乙によるデジタルカメラＰ´の製造、販売の停止を求められ

るようにするとともに、デジタルカメラＰについても特許発明の技術的範囲に含まれるよ

うにしたい。 

このとき、以下の⑴～⑶の各場合において、上記の甲の目的を達成するために甲がなし

得る特許法上の手続について、それぞれ理由とともに説明せよ。 

ただし、以下の⑴～⑶はいずれも独立しているものとする。 

また、解答に際しては、手続後の請求項において、Ａは、発明を特定するために必要な

事項の１つであることを条件とし、設例に記載の機構以外の機構及び意見書の提出につい

ては言及する必要はないものとする。 

⑴ 甲が 初の拒絶理由通知を受ける前に刊行物Ｋの記載内容を知り、出願Ｘの請求項１

に係る発明は刊行物Ｋに記載された発明と同一であり、新規性を欠如する旨の心証を得

た。 

⑵ 甲が 初の拒絶理由通知を受け、当該拒絶理由通知書において、出願Ｘの請求項１に

係る発明については、刊行物Ｋに記載された発明と同一であり、新規性を欠如する旨が

記載され、さらに、請求項２に係る発明については拒絶の理由を発見しない旨が記載さ

れていた。甲は当該拒絶理由通知の内容は妥当である旨の心証を得た。 

（次頁へ続く） 

 

 



論文本試験 過去問 ● 2 

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 

⑶ 甲が 初の拒絶理由通知を受け、指定された期間内に補正をした結果、特許請求の範

囲の記載は上記請求項１及び２のとおりとなった。その後、甲が 後の拒絶理由通知を

受け、当該 後の拒絶理由通知書において、出願Ｘの請求項１に係る発明については、

刊行物Ｋに記載された発明と同一であり、新規性を欠如する旨が記載され、請求項２に

係る発明については、刊行物Ｋに記載された発明及び刊行物Ｌに記載されたＢ２の発明

により、進歩性を欠如する旨が記載されていた。甲は当該 後の拒絶理由通知の内容は

妥当である旨の心証を得た。 

【１００点】 

【公表論点】 

権利行使を念頭に置いた権利取得の手続についての理解を問う。 

１．補正の時期と要件 

２．特許出願の分割 



3 ● 論文本試験 過去問 

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 

平成 21 年度【特許・実用新案】 

【問題Ⅱ】 
甲は「部品ａ」の発明に係る特許第Ｐ号の特許権者である。部品ａは、製品Ａの交換部

品であり、製品Ａの一定期間使用後に交換が必要となるものである。 

このとき、以下の問いに答えよ。ただし、すべての設問は独立しているものとし、文中

に特に示した場合を除き、特許第Ｐ号に係る特許権についていかなる実施権も設定、許諾

されていないものとする。 

⑴ 甲は乙に対して特許第Ｐ号に係る特許権について通常実施権を許諾している。乙が製

造、販売した部品ａを大量に購入した丙は、それを製品Ａの交換部品として販売してい

る。この場合、甲は丙に対し、特許第Ｐ号に係る特許権を行使することができるか。理

由とともに説明せよ。 

⑵ 甲は乙に対して特許第Ｐ号に係る特許権について通常実施権を許諾している。丙は、

乙が製造、販売した部品ａの使用済み品を製品Ａの使用者から回収し、新品同様に加工

した上、再生品ａ´として販売している。この場合、甲は丙に対し、特許第Ｐ号に係る

特許権を行使することができるか。必要があれば場合分けをして、理由とともに説明せ

よ。 

⑶ パリ条約の同盟国である外国Ｆにおける特許第Ｐ´号の特許権者であるＦ国の法人Ｘ

は、Ｆ国内において、部品ａを製造しＦ国の法人Ｙに販売している。日本法人である乙

はＹから部品ａを輸入し日本国内において第三者に販売している。この場合、甲は乙に

対し、特許第Ｐ号に係る特許権を行使することができるか。必要があれば場合分けをし

て、理由とともに説明せよ。ただし、特許第Ｐ号と特許第Ｐ´号は権利範囲を同じくす

るものとする。 

【１００点】 

【公表論点】 

特許権の消尽等についての理解を問う。 

１．国内における消尽 

⑴ 消尽の基本的考え方 

⑵ 加工による新たな製造 

２．国際的な取引における特許権の行使 

 

 



論文本試験 過去問 ● 4 

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 

平成 21 年度【意匠】 

【問題Ⅰ】 

意匠法第３条の２の規定に関し、以下の各問に答えよ。 

⑴ 本条の趣旨について説明せよ。 

⑵ 本条に規定する「先の意匠登録出願」の出願の日の認定に関し、関係する条文を挙げ

て説明せよ。 

【５０点】 

【問題Ⅱ】 

デザイナー甲は、相互に類似する携帯電話機に関する意匠イ、ロ及びハを自ら創作し、

携帯電話機メーカーである乙及び丙に提示した。 

甲、乙及び丙は、協議の結果、乙が意匠イに係る携帯電話機の製造・販売をし、丙が意

匠ハに係る携帯電話機の製造・販売をすること及び意匠ロに係る携帯電話機については、

乙も丙も製造・販売をしないことで合意した。 

乙及び丙は、第三者による意匠イ、ロ及びハと同一又は類似する携帯電話機の実施を広

い範囲で自ら差し止めたいと考えており、かつ、意匠ロについては第三者にできるだけ知

られたくないと考えている。 

この場合、以下の各問に答えよ。ただし、⑴～⑶はいずれも独立しているものとし、意

匠イ、ロ及びハは、いずれも無効理由を有しないものとする。 

⑴ 甲が意匠イ、ロ及びハのいずれについても意匠登録出願をしていない場合、乙及び丙

が検討すべき事項について説明せよ。 

⑵ 甲が意匠イについてのみ意匠登録出願をしていた場合、乙及び丙が検討すべき事項の

うち、⑴と相違する点について説明せよ。 

⑶ 甲が意匠イ、ロ及びハについての登録意匠を有している場合、乙及び丙が検討すべき

事項について説明せよ。 

【５０点】 

【公表論点】 

問題１． 

意匠法３条の２の規定の立法趣旨及び平成18年改正の趣旨を問う。 

意匠法３条の２の適用に際し、優先権主張出願、各種の特殊出願及び設定登録後の補

正の要旨変更が認められた場合における出願日の認定に関する理解を問う。 

問題２． 

相互に類似する意匠を権利化する場合及び権利化した後に実施する場合に留意すべき

ことについて、関連意匠出願（意10条）、秘密意匠（意14条）、意匠登録を受ける権利の

移転（意15条で準用する特33-34条）、関連意匠の分離移転禁止（意22条）及び専用実施

権の設定（意27条）等に関する理解を問う。 

 



5 ● 論文本試験 過去問 

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 

 

平成 21 年度【商標】 

東日本のある市で酒類を製造販売している甲は、商品「清酒」について四国地方を中心

に需要者の間に広く認識されている乙の商標「摩次郎」（以下「イ商標」という。）にあや

かって、「摩二郎」（以下「ロ商標」という。）という商標を使用した「米焼酎」の製造販

売を思いつき、さらに、ロ商標を付した「梅酒」と「果実酒」をも売り出そうと考えた。 

そこで甲は、ロ商標について、指定商品を「焼酎，梅酒，果実酒」とする商標登録出願

を平成12年２月25日に行い平成13年６月25日に商標権の設定登録を受けた（以下「ロ登録

商標」という。）。 

甲は、早速、平成13年７月から、ロ登録商標を指定商品中「焼酎」及び「梅酒」につい

て使用し、現在に至っている。 

その間、甲は、平成15年６月から平成18年５月までの３年間、平成15年頃からの本格芋

焼酎ブームに便乗して、ロ登録商標にさつまいもの図形を背景にし、「薩」の１文字を白

抜きにして付加してなる商標「 摩二郎」（以下「ハ商標」という。別掲参照。）を使用し

て「米焼酎」を販売していたが、その使用態様はあたかも「芋焼酎」であるかのごとく表

示するものであった。 

丙は、その創業者の名にちなんだ商標「摩治郎」（以下「ニ商標」という。）を、「梅

酒」及び「りんご酒」について平成20年１月から使用し、現在に至っている。 

そこで、甲は、丙による商品「梅酒」及び「りんご酒」についてのニ商標の使用が甲の商標

権を侵害するものとして、平成21年６月10日に丙を被告とする商標権侵害訴訟を提起した。 

この場合において、平成21年７月５日を基準として、以下の設問に答えよ。 

なお、イ商標は現在も商品「清酒」について四国地方を中心に需要者の間に広く認識さ

れている未登録商標とする。また、「りんご酒」は「果実酒」に含まれるものとする。「清

酒」と「焼酎」は互いに類似の商品とする。「清酒・焼酎」、「梅酒」及び「果実酒」はそれ

ぞれ互いに非類似の商品とする。イ、ロ、ハ、ニの各商標は互いに類似するものとする。 

解答に際して、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。 

別掲 ハ商標 

 

 

 

 

 

設問⑴ 

 ① 丙は、イ商標との関係で、指定商品「焼酎，梅酒，果実酒」についてロ商標に係る

登録に対し、無効審判の請求を考えている。甲がロ商標について不正競争の目的で登

録を受けた場合、どのような無効理由で請求することができるか説明せよ。なお、商

標法第４条第１項第７号の規定は考慮しなくてよい。 

 ② 丙は、甲のハ商標の使用に関し、ロ商標に係る登録に対して、上記①の審判以外に

どのような審判を請求することができるか説明せよ。  

 ③ 丙は、ロ商標に係る登録に対し、上記①及び②の審判以外にどのような審判を請求

することができるか説明せよ。 

設問⑵ 

  設問⑴において、丙が請求し得る各審判について、確定した請求成立審決の効果をそれ

ぞれ説明し、甲が提起した侵害訴訟に関し、いずれが丙にとって有利であるか述べよ。 

設問⑶ 

  設問⑴において丙が請求し得る各審判について、商標法上、指定商品又は指定役務ご

とにその請求を取り下げることができるか否か、理由とともに説明せよ。 

【１００点】 
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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 

【公表論点】 

商標法における審判等について基本的な知識及び理解を問う。 

１．設問⑴について 

① 商標権侵害訴訟の対抗策としての商標法第46条第１項の無効審判の請求について、

無効理由及び除斥期間等 

② 商標法第51条第１項の不正使用取消審判 

③ 商標法第50条第１項の不使用取消審判 

２．設問⑵について 

無効審判と各取消審判の審決の効果の比較 

３．設問⑶について 

審判請求の指定商品又は指定役務ごとの取下げの可否 



7 ● 論文本試験 過去問 

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 

平成 22 年度【特許・実用新案】 

【問題Ⅰ】 
日本国籍を有し、日本国内に居住する甲は、新規な化合物Ａ（以下「発明イ」とい

う。）を発明し、平成19年４月２日に東京都内で開催された研究集会において発明イを発
表し、化合物Ａが着色剤として有用である旨も同時に発表し、平成19年９月３日に、発明
の新規性の喪失の例外の規定（特許法第30条）の適用を受けて日本国に特許出願Ｘをし
た。出願Ｘの特許請求の範囲は、次のとおりである。 

「【請求項１】化合物Ａ。」 
一方、パリ条約の同盟国の国籍を有し、在外者である乙は、前記研究集会に参加した際

に発明イを知得し、甲から発明イについて特許を受ける権利を譲り受けることなく、発明
イについて特許を受けようとして、平成19年６月１日に自己の名を発明者とする特許出願
Ｙ１をパリ条約の当該同盟国にした。出願Ｙ１の明細書には、化合物Ａが着色剤として有
用である旨が記載されていた。その後、乙は独自に研究を進め、化合物Ａに抗がん剤とし
ての新たな効能があることを見出したので、この「化合物Ａを含有する抗がん剤」の新規
な発明（以下「発明ロ」という。）についてさらに特許を受けようとして、平成19年10月
１日に、当該同盟国を受理官庁として、出願Ｙ１に基づくパリ条約による優先権を主張し
て日本国を指定国に含む特許協力条約に基づく英語による国際出願Ｙ２（以下、日本国の
特許出願とみなされた国際出願も出願Ｙ２ということとする。）をした。その後日本国に
おいて、乙は、出願Ｙ２について、特許法第184条の５第１項の書面を提出し、明細書、
請求の範囲、図面の中の説明及び要約の日本語による翻訳文を提出した。出願Ｙ２の請求
の範囲の日本語による翻訳文は、次のとおりである。 
「【請求項１】化合物Ａ。 
【請求項２】化合物Ａを含有する抗がん剤。」 

なお、上記「パリ条約の同盟国」は日本国以外の国であり、上記いずれの出願について
も所定の記載要件は満たされており、出願Ｙ２に係る優先権の主張は取り下げられておら
ず、出願Ｘは平成21年３月19日に出願公開がなされ、出願Ｙ２は平成20年12月18日に国際
公開がなされ、出願Ｘ及び出願Ｙ２はいずれも平成21年３月19日より後に出願審査の請求
がなされているものとする。 
出願Ｘ及び出願Ｙ２の審査において、乙による出願Ｙ１の経緯を含む上記事実は、すべ

て明らかにされていることを前提として、以下の設問に答えよ。 
ただし、本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。 

⑴ 日本語による翻訳文の提出期限に関し、出願Ｙ２に適用される特許法上の規定につい
て説明せよ。また、仮に乙が上記期限内に日本語による明細書の翻訳文を提出しなかっ
た場合の取扱いについても説明せよ。 
 ただし、特許法第３条及び具体的な日付（年月日）については言及する必要はない。 

⑵ 出願Ｘの審査において、出願Ｙ２が拒絶の理由の根拠となるか否か、説明せよ。 
⑶ 出願Ｙ２の審査において、請求項１に係る発明イについて審査官が通知をすると考え
られる拒絶の理由を説明せよ。そのような理由が複数あれば、複数の理由を説明せよ。 
 ただし、特許法第36条第４項第２号及び第37条に言及する必要はない。 

⑷ 出願Ｘの請求項１の発明イ及び出願Ｙ２の請求項２の発明ロについて、ともに特許権
の設定の登録がなされた場合において、乙は自己の発明ロを自由に実施することができ
るかできないか説明せよ。できないとすれば、乙は、自己の発明ロを実施するために、
どのような対応（特許法の規定による対応に限る。）をとることができるか説明せよ。 

【１００点】 

【公表論点】 
特許性の判断及び特許発明の実施等について以下の点を中心に幅広い理解を問う。 

１．外国語特許出願 
２．冒認出願 
３．先後願関係 
４．通常実施権（裁定を含む） 



論文本試験 過去問 ● 8 

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 

平成 22 年度【特許・実用新案】 

【問題Ⅱ】 

甲は、特許請求の範囲を「Ａ工程、Ｂ工程及びＣ工程を含む食品製造方法。」（以下「発

明イ」という。）とする特許出願をして、発明イについて特許を受けた特許権者である。

当該特許に係る明細書の発明の詳細な説明には、各工程の具体的な態様として、Ａ工程に

はａ１、ａ２又はａ３が、Ｂ工程にはｂ１、ｂ２又はｂ３が、Ｃ工程にはｃ１、ｃ２又は

ｃ３があることが記載されており、各種態様の組み合わせの中で、ａ１工程、ｂ１工程及

びｃ１工程を含む食品製造方法が も製造時間が短いという効果があると記載されてい

る。 

乙は、発明イを業として実施する正当な権原を有することなく、ａ１工程、ｂ１工程及

びｃ１工程を含む食品製造方法により食品を製造し、これを販売している。そこで、甲

は、乙の行為の差止めを求める訴訟を提起した。 

また、乙が行ったａ１工程、ｂ１工程及びｃ１工程は、丙によって製造された食品製造

装置Ｐを使用してなされたものである。丙は、装置Ｐを乙に販売した後も装置Ｐの製造及

び販売を続けている。 

これらの事実をもとに、以下の設問に答えよ。 

⑴ 本事案における乙の製造行為及び販売行為が甲の特許権を侵害すると甲が主張できる

法的根拠を、各行為についてそれぞれ説明せよ。 

⑵ 本件特許出願の前に頒布された刊行物に「ａ３工程、ｂ３工程及びｃ３工程を含む食

品製造方法」の発明が記載されている事実が明らかになった場合、乙は、本件訴訟にお

いてどのような主張をすることができるか説明せよ。他に乙のとることができる特許法

上の手続があれば、それも説明せよ。 

⑶ 乙の前記⑵の主張又は手続に対抗して、甲はどのような主張又は手続をすることがで

きるか説明せよ。 

⑷ 甲は、発明イについての特許権に基づいて丙の行為の差止めを求めるためにどのよう

な主張をすることができるか、⑴の乙の行為の差止めを求めるための法的根拠との異同

を述べつつ、説明せよ。 

【１００点】 

【公表論点】 

「物を生産する方法の発明」の特許権に基づく差止請求訴訟において、特許権者（原

告）側及び相手方（被告）側から、いかなる対応が可能であるかについての理解を問う。 

１．原告側の侵害主張の法的根拠と要件 

２．被告側の無効の抗弁と無効審判 

３．原告側の訂正の再抗弁を含む対抗手段 

４．間接侵害の要件 



9 ● 論文本試験 過去問 

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 

平成 22 年度【意匠】 

【問題Ⅰ】 

関連意匠（意匠法第10条）の制度の趣旨について、意匠権の効力及び平成18年法改正に

も言及しつつ、説明せよ。 

【４０点】 

【問題Ⅱ】 

Ａ社は、意匠イを創作した甲から意匠イについて意匠登録を受ける権利の譲渡を受けた

後、平成21年９月４日に意匠イに係る意匠登録出願を行った。当該出願について、その出

願前に頒布された刊行物に記載された意匠に類似する意匠であるという拒絶の理由が通知

され、当該理由により拒絶をすべき旨の査定が確定した。 

その後、Ａ社は、平成22年２月４日に大阪府で意匠イの実施に係る製品Ｘの製造の準備

を開始し、平成22年４月３日に販売を開始して以降、現在（平成22年７月４日）に至るま

で製品Ｘの製造、販売を継続している。 

一方、Ｂ社は、意匠ロを創作した乙から意匠ロについて意匠登録を受ける権利の譲渡を

受けた後、平成21年11月27日に意匠ロに係る意匠登録出願を行い、平成22年３月23日に意

匠ロを意匠ロ’に変更する手続補正書を提出した。当該出願について、登録をすべき旨の

査定の謄本の送達を受け、設定の登録により意匠権が発生し、平成22年６月21日に意匠公

報が発行された。 

その後、Ｂ社は、Ａ社が製造、販売をしている製品Ｘが登録意匠ロ’に類似するものと

して侵害訴訟を提起した。 

Ａ社から相談を受けた弁理士は、製品Ｘと登録意匠ロ’とを比較検討した結果、製品Ｘ

が登録意匠ロ’に類似する意匠の範囲に含まれるとの結論に至った。この場合、この相談

を受けた弁理士として検討すべき項目を挙げた上でそれぞれについて具体的に説明せよ。 

なお、製品Ｘが登録意匠ロ’に類似する意匠の範囲に含まれないとの反論はしないこと

とする。 

【６０点】 

【公表論点】 

【問題Ⅰ】 

類似意匠制度を廃止し関連意匠制度を設けた趣旨、意匠権の効力が登録意匠に類似する

意匠にまで及ぶと規定している趣旨及び関連意匠制度に係る平成18年法改正の趣旨に関す

る理解を問う。 

【問題Ⅱ】 

侵害訴訟の被告側の立場で検討すべき項目について、特に、先出願による通常実施権、

先使用による通常実施権（意匠登録出願における補正が要旨を変更するものと意匠権の設

定登録後に認められたときの扱いを含む）及び意匠権者の権利行使の制限に関する理解を

問う。 

 

 



論文本試験 過去問 ● 10 

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 

平成 22 年度【商標】 

甲は、指定商品「茶」について登録商標「ＢＣＤ」を有している。甲の商標権は、昭和62

年（1987年）９月１日商標登録出願、平成元年（1989年）６月30日に設定登録され、平成11

年（1999年）７月30日に第１回目の更新登録がされたものである。 

また、甲は、指定商品「菓子」について、上記登録商標に基づいた防護標章登録出願を

平成18年（2006年）８月１日に行い、平成19年（2007年）１月31日に設定登録を受けてい

る。 

乙は、商品「茶」について商標「ｂｃｄ」の使用をすることを予定して調査を行ったと

ころ、商標「ｂｃｄ」に類似する甲の上記登録商標の存在を知った。しかし、甲の商標権

については、乙が調査を行った平成21年（2009年）８月10日の時点において存続期間の更

新がされていなかった。このため、乙は、同年９月１日より、商品「茶」について商標

「ｂｃｄ」の使用を開始した。 

丙は、指定商品「茶、菓子」に係る商標「ＢＣＤ」について平成21年（2009年）７月31

日に商標登録出願をした。 

以下、設問⑴に答え、設問⑵及び⑶については上記事例の場合において答えよ。 

なお、甲の商標登録には無効理由、取消理由のいずれも存在しないものとする。また、

「茶」及び「菓子」は互いに非類似の商品とする。解答に際して、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。 

設問⑴ 

商標権について存続期間を設けた趣旨を、特許権の存続期間の趣旨に言及しつつ述べ

よ。 

設問⑵ 

① 甲が、当該商標権の更新登録の申請を平成21年（2009年）11月２日に行った場合に

おける更新の効果について述べ、乙の使用行為が甲の商標権の侵害となることはある

かを説明せよ。 

② 甲が、当該商標権の更新登録の申請を平成22年（2010年）２月１日に行った場合に

おける更新の効果について述べ、乙の使用行為が甲の商標権の侵害となることはある

かを説明せよ。 

設問⑶ 

丙の商標登録出願に係る商標の登録について、平成21年（2009年）８月10日の時点に

おいて、丙の代理人として想定すべき、甲の登録商標及び登録防護標章が障害となる拒

絶理由を説明せよ。 

【１００点】 

【公表論点】 

商標権の存続期間等について基本的な知識及び理解を問う。 

１．設問⑴について 

商標法における保護の目的及び存続期間を定めた趣旨 

２．設問⑵について 

存続期間の更新登録の効果及び商標権侵害の成否 

３．設問⑶について 

防護標章登録を伴う他人の商標権の存続期間更新の有無と不登録事由との関係 



11 ● 論文本試験 過去問 

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 

平成 23 年度【特許・実用新案】 

【問題Ⅰ】 

甲は、積層した複数のティッシュペーパーを一組ずつ容易に取り出すことができる取出

口Ａに特徴を有するティッシュぺーパー収納箱の発明を完成させ、特許出願Ｘをした。出

願Ｘの特許請求の範囲は、次のとおりである。 

「【請求項１】取出口Ａを備えるティッシュペーパー収納箱。」 

出願Ｘの明細書及び図面には、実施例１として、取出口Ａを備えるティッシュペーパー

収納箱が、実施例２として、取出口Ａ及びティッシュペーパーの使用後に空となった収納

箱を容易に折りたたむことができる点に特徴を有する構造Ｂを備えるティッシュペーパー

収納箱が記載されている。 

（注：以下において「取出口Ａ」と「構造Ｂ」等の構成要素は符号（Ａ、Ｂ等）のみで

記載し、「ティッシュペーパー収納箱」は、単に「箱」と記載する。また、これらは解答

においても同様とする。） 

以上のことを前提として、以下の問いに答えよ。 

ただし、⑴(ｲ)、⑴(ﾛ)及び⑵はそれぞれ独立しているものとする。また、出願Ｘは、外

国語書面出願でも国際出願でもなく、出願公開の請求（特許法第64条の２）はされないも

のとする。 

解答に際して特許法第３条及び具体的な日付（年月日）について言及する必要はない。 

⑴ 甲が出願Ｘをしたのは、平成22年６月１日である。その後、甲は、ＡをＡ１に改良し

た箱の発明を完成させたので、平成23年４月１日に、出願Ｘの願書に 初に添付した明

細書等に記載された発明に基づいて国内優先権（特許法第41条第１項に規定する優先

権）を主張して、特許請求の範囲を「【請求項１】Ａを備える箱。【請求項２】Ａ１を備

える箱。」とする特許出願Ｙをした。出願Ｙの明細書及び図面には、Ａを備える箱の発

明とＡ１を備える箱の発明が記載されていたが、Ａ及びＢを備える箱の発明は記載され

ていなかった。 

 一方、乙は、平成22年９月１日に特許請求の範囲を「【請求項１】Ａ及びＢを備える

箱。」とする特許出願Ｗをした。 

 (ｲ) 出願Ｗが、出願Ｘ及びＹとの関係において拒絶理由を有するか否かについて、理由

とともに説明せよ。 

 ただし、出願Ｙは、出願公開（出願公開の請求（特許法第64条の２）による出願公

開を除く。）されており、また出願Ｙは、当該出願公開時に、出願Ｘの願書に 初に

添付した明細書等に記載された発明に基づく優先権の主張を伴っているものとする。 

 (ﾛ) 甲は、出願Ｗが出願公開の請求（特許法第64条の２）により平成23年６月１日に出

願公開されたことを平成23年７月１日に知った。 

 この場合に、Ａを備える箱の発明、Ａ及びＢを備える箱の発明及びＡ１を備える箱

の発明の全てについて、甲が、単独で特許権を得るために特許法上採り得る主な方法

を２つ、その方法を採るべき理由とともに説明せよ。 

 ただし、出願Ｙは取り下げられることはないものとし、また、甲は出願Ｗに係る発

明について特許を受ける権利を乙から譲り受けることはないものとする。 

⑵ 甲は、日本国特許庁を受理官庁として、出願Ｘに基づき、特許協力条約第８条⑴に規

定される優先権を主張して国際出願Ｐをした。甲がその後に国際出願Ｐについて特段の

手続を行わなかった場合に、出願Ｘがどのように扱われるかを条文に即して説明せよ。 

 ただし、国際出願Ｐは、特許協力条約の規定に基づく国際出願日が認められているも

のとする。また、国際出願Ｐの願書は、日本国を指定しない旨の表示を伴わないものと

する。 

【１００点】 



論文本試験 過去問 ● 12 

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 

【公表論点】 

国内優先権等についての理解を問う。 

１．国内優先権と拡大された先願の地位 

２．国内優先権主張の効果を踏まえた特許出願の手続 

・特許出願の分割 

・国内優先権の主張の取下げ 

３．国際出願と国内優先権制度との関係 



13 ● 論文本試験 過去問 

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 

平成 23 年度【特許・実用新案】 

【問題Ⅱ】 

甲会社と乙会社は、特許請求の範囲を「＊＊＊を用いる液体中の物質αの含有量測定方

法。」（以下「発明イ」という。）とする特許権Ｐを共有している。この発明イは、液体中

の物質αの含有量を瞬時に測定できるという点に特有の効果を有する新規な発明である。 

甲は、物質αを含む飲料水Ｘの製造時に発明イの方法を使用し、当該飲料水Ｘを製造・

販売している。 

以上を前提にして、以下の各問に答えなさい。なお、設問１及び２は、それぞれ独立し

ているものとする。 

１．丙会社は、物質αを含む化粧水Ｙを製造・販売している。丙が一般に公開している資

料には、この化粧水Ｙの製造時に、物質αの含有量を瞬時に測定して成分調整をしてい

ることが記載されている。甲は、丙の上記公開資料から、丙が発明イの方法を使用して

いると考え、特許権Ｐに基づき、丙の上記測定行為の差止めを求める訴訟を提起しよう

としている。 

 ⑴ 仮に、丙が実際に発明イと同一の方法を使用して物質αの含有量を測定し、化粧水

Ｙを製造しているとする。 

  ① 甲が乙と共同して、上記測定行為の差止めを求める請求とともに、以下の⒜及び

⒝の請求を行った場合、それぞれ認容されるか、理由とともに説明せよ。 

   ⒜ 化粧水Ｙの販売行為の差止請求 

   ⒝ 化粧水Ｙの廃棄請求 

  ② 甲は、上記測定行為の差止請求訴訟を単独で提起することができるか、理由とと

もに説明せよ。 

 ⑵ 仮に、丙は発明イと異なる方法を使用しているとする。 

  ① 丙が、上記測定行為の差止請求訴訟の場において、単に自己の測定方法が発明イの

方法ではないとのみ主張することは認否として適切か、理由とともに説明せよ。 

  ② 丙が、自己の測定方法を記載した書類を上記訴訟において提出する場合に、その書

類の内容が自己の営業秘密と考えるものであるとき、その秘密を保持するために、丙

が法律上採り得る方法を２つ挙げた上で、それぞれの効果を含め、説明せよ。 

 ⑶ 丙は発明イに係る特許について特許無効審判を請求し、無効にすべき旨の審決がさ

れた。この場合、甲は単独で、当該審決の取消訴訟を提起することができるか。理由

とともに説明せよ。 

２．丁会社は、特許権Ｐの存在を知り、自己の今後の商品開発及び製造には、この発明イ

に関する技術が必要不可欠であり、特許権Ｐの特許権者になりたいと考えている。そこ

で、甲及び乙にその旨提案した。これに対し、甲は、特許権Ｐの自己の持分を丁に承継

させる意思はないと回答し、一方、乙は、特許権Ｐの自己の持分を丁に全て承継させて

もよいと回答した。 

 この場合、丁が、特許権Ｐの乙の持分を承継するために必要な要件について、その要

件が特許法上必要とされている趣旨とともに、説明せよ。 

【１００点】 

【公表論点】 

特許権の効力及び訴訟における手続と特許権の共有についての理解を問う。 

１．単純方法の発明の特許権の効力 

２．共有者の１人が単独で行う差止請求の可否 

３．特許権侵害訴訟における営業秘密の保護 

４．共有者の１人が単独で提起した特許無効審決の取消訴訟の許否 

５．共有持分の譲渡 



論文本試験 過去問 ● 14 

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 

平成 23 年度【意匠】 

【問題Ⅰ】 

⑴ 意匠制度により意匠を保護することの意義について説明せよ。 

⑵ 意匠権の取得により期待される利点を２つ挙げ、説明せよ。 

⑶ 権利行使をしやすい意匠権を取得するために意匠法独自の制度を２つ挙げ、それぞれ

の制度の趣旨と権利行使をしやすい理由について説明せよ。 

【５０点】 

【問題Ⅱ】 

甲は、互いに類似する自動二輪車Ａの意匠イ及び自動二輪車Ｂの意匠ロをそれぞれ自ら

創作し、平成23年１月10日にパリ条約の加盟国Ｘで開催されたモーターショーに自動二輪

車Ａを、同年２月１日にパリ条約の加盟国Ｙで開催されたモーターショーに自動二輪車Ｂ

をそれぞれ展示したところ、Ｙ国で自動二輪車Ｂが好評を博した。このため、甲は、同年

２月15日にＹ国に自動二輪車Ｂの形状に係る考案について実用新案登録出願を行った。 

乙は、意匠ロに類似する自動二輪車Ｃの意匠ハを自ら創作し、同年２月25日に我が国に

意匠ハについて意匠登録出願を行い、同日に我が国において意匠ハの実施である事業の準

備を開始し、同年４月15日から自動二輪車Ｃの販売を開始した。 

これらの事実を前提として、以下の各問に答えよ。ただし、いずれの出願も、分割若しく

は変更に係るものでもなく又は補正後の新出願でもないものとし、放棄若しくは取下げ又は

却下されていないものとし、出願人の名義の変更もないものとする。 

⑴ 我が国において意匠ロに係る意匠登録出願を思い立った甲から、平成23年７月３日

（日）に相談を受けた代理人として出願の際に検討すべき事項を説明せよ。なお、この

代理人は、乙による出願の事実は知らないが、乙による販売の行為について知り及んで

いるものとする。 

⑵ 

 (2-1）乙の意匠ハに係る意匠登録出願は、登録を受けることができるか否か理由ととも

に説明せよ。 

 （2-2）甲が意匠ロについて意匠登録を受け、その登録の際現に乙は我が国において自

動二輪車Ｃの販売を行っていたとする。この場合、乙が当該販売を継続しようとす

るとき、乙が主張すべき事項を挙げ、乙の主張が認められるか否か理由とともに説

明せよ。ただし、意匠ハは登録意匠ロに類似しない旨の主張はしないものとし、登

録意匠ロには、無効理由はないものとする。 

【５０点】 

【公表論点】 

【問題Ⅰ】 

意匠制度が設けられている趣旨及び権利行使を容易にする制度である関連意匠制度、

部分意匠制度についての理解を問う。 

【問題Ⅱ】 

我が国において意匠権の取得を行う際に、他人の出願との関係も含め、検討が必要と

される新規性喪失の例外規定の適用及びパリ条約に基づく優先権主張についての理解を

問う。 



15 ● 論文本試験 過去問 

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 

平成 23 年度【商標】 

立体商標に関して、以下の各問に答えよ。 

なお、解答に際して、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。 

⑴ 商標法が規定する拒絶理由の中から、商標登録出願に係る商標が立体商標であるがゆ

えに該当することとなる拒絶理由について、条文を挙げてその内容を説明せよ。 

⑵ 洋酒の製造販売を行っている甲は、第33類「ブランデー」を指定商品とする文字のみ

からなる登録商標Ａに係る商標権を有している。また、甲は、ブランデーの瓶の形状

（以下「形状α」という。）を新しく創作してこれにつき意匠権を取得し、この瓶に登

録商標Ａを付して現在に至るまでそのブランデーの販売を行っている。甲の当該ブラン

デーは好評を博し、需要者にはその瓶の形状αも広く知られるようになった。このた

め、上記意匠権が存続期間満了により消滅した後、甲は引き続きその瓶の形状αの保護

を図ろうとして、第33類「ブランデー」を指定商品として、その瓶の形状αのみからな

る立体商標の商標登録出願イと、その瓶に登録商標Ａを付した態様からなる立体商標の

商標登録出願ロを行った。 

一方、乙は、甲の上記意匠権の存続期間が満了するのを待って、甲のブランデーの瓶

の形状αと同一形状の瓶を容器としたブランデーの販売を始めた。 

この場合において、以下の各問に答えよ。 

なお、瓶の形状αは、その用途、機能から予測しがたいような特異な形状又は特別な

印象を与える装飾的形状を備えているものではないとし、上記登録商標Ａに係る商標登

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。また、以下の（2-1）と、

（2-2）及び（2-3）とは、独立しているものとする。 

（2-1） 商標登録出願イの審査において、出願イに係る商標が該当するとして適用さ

れうる拒絶理由を挙げ、その理由に該当する商標であっても、甲の使用の事実を

勘案すれば出願イに係る商標が商標登録を受けることができることとなる場合に

ついて、詳しく説明せよ。 

（2-2） 商標登録出願イは、その出願に係る商標に識別力がないとして拒絶されたのに

対して、商標登録出願ロに係る商標は、立体商標として登録された。ロに係るよう

な商標を立体商標として登録を認めることとしている理由を説明せよ。 

（2-3） （2-2）において、商標登録出願ロに係る商標が登録され商標権が発生した場

合、乙の上記行為は甲のその商標権の侵害となるか、理由を付して説明せよ。 

⑶ 商品又はその包装に係る立体的形状が、物品の形状等として意匠権で保護される一

方で、立体商標としても商標権で保護される場合があるが、商標法がこれを許容する

理由を述べよ。 

【１００点】 

【公表論点】 

１．立体商標の登録要件、不登録事由についての知識及び理解を問う。 

２．使用による識別力の獲得、識別力を有しない立体的形状を含む結合商標の登録性、及

び侵害における商標権の効力が及ばない範囲についての知識及び理解を問う。 

３．意匠権と商標権とでは保護対象が違うことの理解を問う。 



論文本試験 過去問 ● 16 

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 

平成 24 年度【特許・実用新案】 

【問題Ⅰ】 
甲は、特許請求の範囲に発明Ａを記載した特許出願Ｘを行ったところ、発明Ａは刊行物

１に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから特
許法第29条第２項の規定により特許を受けることができない（以下「刊行物１に基づいて
進歩性がない」などと略記する。）旨の拒絶理由通知を受けた。 

そこで、甲は、当該拒絶理由通知において指定された期間内に特許請求の範囲に記載さ
れた発明Ａを発明Ａ１にする補正１をしたところ、発明Ａ１は刊行物１及び新たな刊行物
２に基づいて進歩性がないとして、 後の拒絶理由通知（特許法第17条の２第１項第３号
に規定する「 後に受けた拒絶理由通知」をいう。）を受けた。 

なお、特許出願Ｘの願書には図面は添付されていないものとする。 
以上のことを前提として、以下の各設問に答えよ。ただし、設問１～４はそれぞれ独立

しているものとする。また、設問４の場合を除き、各拒絶理由通知に係る拒絶理由は妥当
なものとする。 
１．特許出願Ｘは外国語でされた国際特許出願であって、甲が 後の拒絶理由通知におい
て指定された期間内に特許請求の範囲に記載された発明Ａ１を発明Ａ２にする補正をし
ようと考えたところ、発明Ａ２は、国際出願日における国際出願の明細書には記載され
ているが、その翻訳文には誤訳のため記載されていないことが判明した。 
 この場合、甲は特許法上どのような手続をとることができるか、いわゆる新規事項の
追加の禁止の趣旨について述べつつ、説明せよ。 

２．甲は、 後の拒絶理由通知において指定された期間内に、特許請求の範囲に記載され
た発明Ａ１を発明Ａ２にする補正２をした。審査官は、補正２は特許法第17条の２第５
項第２号に規定するいわゆる限定的減縮を目的とするものと判断したものの、発明Ａ２
は刊行物１及び２並びに新たな刊行物３に基づいて進歩性がないと判断した。 
 この場合、審査官は補正２について特許法上どのような処分を行うか、そのような処
分を行うこととされている趣旨について述べつつ、説明せよ。 

３．甲は、 後の拒絶理由通知に対して意見書のみを提出したが、発明Ａ１は刊行物１及
び２に基づいて進歩性がない旨の拒絶査定を受けた。そこで甲は、拒絶査定不服審判を
請求すると同時に、特許請求の範囲に記載された発明Ａ１を発明Ａ２にする補正２をし
た。補正２はいわゆる限定的減縮を目的とするものであるが、発明Ａ２は刊行物１及び
２に基づいて進歩性がないものであると判断される場合、当該審判請求は特許庁におい
て特許法上どのように取り扱われるか説明せよ。 

４．甲は、 後の拒絶理由通知に対して意見書のみを提出したが、発明Ａ１は刊行物１及
び２に基づいて進歩性がない旨の拒絶査定を受けた。その後、甲は、拒絶査定不服審判
の請求をしたが、原査定は妥当であるとしてその請求が成り立たない旨の審決を受けた
ため、東京高等裁判所に審決に対する訴えを提起した。被告は、訴訟において、発明Ａ
１は刊行物１及び２に基づいて進歩性がないとする判断が支持される見込みがないと考
えたが、発明Ａ１は新たに発見した刊行物４及び５に基づいて進歩性がないと考えた。 
⑴ 被告は、上記訴訟において、発明Ａ１は刊行物４及び５に基づいて進歩性がないと
主張立証することができるか、理由とともに説明せよ。 

⑵ 仮に審決取消しの判決が確定した場合、その後、特許庁において特許法上どのよう
な手続がなされるか説明せよ。 

【１００点】 

【公表論点】 
特許出願について拒絶理由がある場合の審査、審判及び審決取消訴訟についての理解を

問う。 
１．新規事項の追加の禁止と誤訳の訂正 
２． 後の拒絶理由通知後の補正についての審査での取扱い 
３．拒絶査定不服審判請求時に補正された場合の当該審判請求の特許庁での取扱い 
４．審決の理由とは異なる理由についての審決取消訴訟での取扱い 



17 ● 論文本試験 過去問 

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 

平成 24 年度【特許・実用新案】 

【問題Ⅱ】 

甲は、「ａ＋ｂ＋ｃからなるソーラーパネルＡ」に係る特許発明イ（以下「発明イ」と

いう。）についての特許権Ｐを有しており、その特許権について範囲を全部とする専用実

施権を乙に設定し、乙は、甲の承諾を得て、丙に通常実施権を許諾した。 

その後、日本国内において、丁は、正当な権原なく「ａ＋ｂからなる部品Ｂ」を製造

し、戊は、丁からこれを買い受けて、正当な権原なく「ａ＋ｂ＋ｃ’からなるソーラーパ

ネルＡ’」を製造、販売している。なお、ｃ’はｃとは異なる構成を指すものとする。以上

のことを前提として、以下の各設問に答えよ。ただし、設問１～３はそれぞれ独立してい

るものとする。また、設問１⑴を除き、ソーラーパネルＡ’（以下「Ａ’」という。） 

以上のことを前提として、以下の各設問に答えよ。ただし、設問１～３はそれぞれ独立

しているものとする。また、設問１⑴を除き、ソーラーパネルＡ’（以下「Ａ’」という。）

は発明イの技術的範囲に属するものとする。 

１．⑴ 戊の行為が特許権Ｐを侵害するのはどのような場合か、説明せよ。 

⑵ 丁の行為が特許権Ｐを侵害するのはどのような場合か、説明せよ。 

２．⑴ 甲は、単独で、戊に対し、①差止め及び②損害賠償を求めることができるかそれ

ぞれ分けて説明せよ。 

⑵ 丙は、単独で、戊に対し、①差止め及び②損害賠償を求めることができるか。そ

れぞれ分けて説明せよ。 

３．戊は、日本国内におけるＡ’の製造、販売を中止した。その後、戊は、外国であるＸ

国の工場においてＡ’を製造するようになり、その全部がＸ国内で販売され設置されて

いる。そこで、丁は、日本で製造した部品Ｂの全てをＸ国における戊の工場に向けて輸

出するようになった。この場合、乙は、特許権Ｐに基づき、丁の行為の差止めを求める

ことができるか、説明せよ。 

【１００点】 

【公表論点】 

特許権侵害における以下の点についての知識及び理解を問う。 

１．特許権侵害の成否 

⑴ 均等侵害 

⑵ 間接侵害 

２．差止請求権及び損害賠償請求権を有する者 

⑴ 専用実施権を設定した特許権者による差止請求及び損害賠償請求の可否 

⑵ 通常実施権者による差止請求及び損害賠償請求の可否 

３．外国における実施行為に向けた間接侵害の成否 



論文本試験 過去問 ● 18 

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 

平成 24 年度【意匠】 

【問題Ⅰ】 

意匠法における出願の変更について、以下の各設問に答えよ。 

１．実用新案登録出願から意匠登録出願への出願の変更の制度趣旨について、商標登録出

願から意匠登録出願への出願の変更が認められていない理由にも触れつつ説明せよ。 

２．実用新案登録出願から意匠登録出願への出願の変更の要件について説明するととも

に、出願の変更が認められた場合と出願の変更が認められなかった場合の法的効果につ

いて説明せよ。 

３．国際実用新案登録出願から意匠登録出願への出願の変更を行う際の留意点について説

明せよ。 

【５０点】 

【問題Ⅱ】 

秘密意匠制度について、以下の各設問に答えよ。 

１．秘密意匠制度が設けられた趣旨について、特許制度にも触れつつ説明せよ。 

２．秘密意匠に係る意匠権者が権利を行使する場合、一般的な権利行使と相違する点を説

明せよ。 

【５０点】 

【公表論点】 

【問題Ⅰ】 

出願の変更について、保護客体との関係、要件及び出願手続等についての理解を問う。 

【問題Ⅱ】 

秘密意匠制度について、保護客体との関係及び権利行使時の第三者との関係等につい

ての理解を問う。 



19 ● 論文本試験 過去問 

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 

平成 24 年度【商標】 

【問題Ⅰ】 

和菓子店経営者の甲は、事業拡大のため新たにチョコレート販売を始めようと考え、友

人で喫茶店を経営している乙に頼んで試作品を作成してもらった。そして、将来の販売に

備え、「ＡＢＣチョコ」の商標について、第30類「菓子」を指定商品として、平成24年４

月２日に商標登録出願をした。 

乙は、「ＡＢＣチョコ」の名称が気に入ったので、自分の店で販売しているコーヒー豆

にその「ＡＢＣチョコ」に因んだ名称を考えて、「エービーシー」の商標について、第30

類「焙煎したコーヒー豆」を指定商品として、平成24年４月２日に商標登録出願をした。

丙は、「ａｂｃ」の商標について、第30類「焙煎したコーヒー豆」を指定商品として、

2011（平成23）年12月１日に米国に商標登録出願をした。その後、当該商標についリ条約

第４条の規定による有効な優先権主張を伴い、第30「菓子、焙煎したコーヒー豆」類を指

定商品として、平成24年４月２日に日本国に商標登録出願をした。 

この場合において、以下の各設問について答えよ。 

なお、「ＡＢＣチョコ」「エービーシー」「ａｂｃ」の各商標は、互いに類似する商標で

あり、商標を構成する「ＡＢＣ」「エービーシー」「ａｂｃ」の文字部分は、自他商品識別

機能があるものとする。また、商品「焙煎したコーヒー豆」と商品「菓子（チョコレート

を含む。）」とは、互いに類似しない商品とする。 

解答に際して、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。 

１．甲の出願は、商標法第３条第１項柱書に規定される「自己の業務に係る商品又は役務

について使用をする商標」という登録要件に関して、拒絶の理由の対象となるか。第３

条第１項柱書の趣旨を述べ、説明せよ。 

２．甲の出願に関し拒絶の理由と想定される事項について、該当すると考えられる条文を

挙げ、その条文に該当する理由を説明せよ。併せて、当該拒絶理由の通知を受けた場

合、甲は、どのような対処をすればよいか説明せよ。ただし、第３条第１項柱書につい

ては、考慮しなくてよい。 

３．乙の出願に関し拒絶の理由と想定される事項について、該当すると考えられる条文を

挙げ、その条文に該当する理由を説明せよ。 

【６０点】 

【問題Ⅱ】 

甲は、第30類「洋菓子」を指定商品とする登録商標「イロハニホヘト」についての、乙

は、第30類「菓子」を指定商品とする登録商標「いろは」についての、それぞれ商標権者

であり、当該商標権は、現に有効に存続している。 

甲は、平成20年３月15日に自身の洋菓子店を閉店したので、登録商標「イロハニホヘ

ト」について、平成20年４月１日に丙に専用使用権を設定登録したところ、その日から、

丙は、大きく表した「いろは」の文字と、小さく表した「ニホヘト」の文字とを二段に書

してなる商標のみを使用して、もなかの販売を開始した。 

乙は「いろは」の商標を使用して、もなかを販売しているところ、その商品はテレビ番

組で紹介され好評を博したので、姉妹商品の菓子開発に取り組み、その商品用に商標「い

ろはにほへと」について「菓子」を指定商品として商標登録出願をした。 

この場合、丙が「いろは」及び「ニホヘト」の文字を二段に書してなる商標を使用して

もなかの販売をすることについて、平成24年７月１日を基準として、乙は特許庁に対して

どのような審判を請求することができるか、該当すると考えられる条文を複数挙げ、理由

を付して説明せよ。 

（次頁へ続く） 
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なお、甲、乙の商標登録には、無効の理由は存在しないものとする。 

指定商品「菓子」の中には、「洋菓子」と「もなか」は包含されるが、「洋菓子」に「も

なか」は包含されない。また、「もなか」と「洋菓子」は類似する商品である。 

解答に際して、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】 

【公表論点】 

【問題Ⅰ】 

商標法における主体的登録要件に関し、「自己の業務に係る商品又は役務について使

用をする商標」（３条１項柱書）についての知識及び理解を問う。 

商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標、類似関係にある商標の同日出願、パリ

条約による優先権主張等についての知識及び理解を問う。 

【問題Ⅱ】 

不使用による商標登録の取消しの審判（第50条）、使用権者の不正使用による商標登

録の取消しの審判（第53条）についての知識及び理解を問う。 



21 ● 論文本試験 過去問 

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 

平成 25 年度【特許・実用新案】 

【問題Ⅰ】 

甲は、平成 22 年１月４日、明細書に発明ａ１を記載し、請求の範囲に発明ａ１の上位

概念である「発明Ａ」を記載した国際出願Ｘを、日本国を指定国から除外しないで外国で

行った（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Ｘを「外

国語特許出願Ｘ」という。なお、外国語特許出願Ｘは特許法上の記載要件をすべて満たし

ているものとする。）。国際出願Ｘは、平成 23 年７月 15 日、国際公開された。 

そして、甲は、平成 24 年６月１日、外国語特許出願Ｘについて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完了した。さらに、甲は、平成 24 年７月２

日、出願審査の請求をすると同時に、発明Ａの下位概念である発明ａ２を明細書に追加す

る補正（「補正１」という。）をした。 

一方、乙は、平成 22 年 11 月１日、明細書に発明ａ１及びａ２を記載し、特許請求の範

囲に、請求項１として「発明ａ１」を、請求項２として「発明ａ２」をそれぞれ記載した

特許出願Ｙを行い、平成 25 年１月 10 日、出願審査の請求をした。 

以上を前提とし、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

とする。また、各設問で明示した場合を除き、いかなる補正も出願名義人の変更もされて

いないものとし、かつ、乙は甲と無関係に発明を完成させたものとする。 

１．甲は国内法人である。甲の従業員イは、上司ロから電子部品の開発の指示を受け、発

明Ａに係る電子部品を単独で開発した。発明Ａは職務発明であるとする。 

 ⑴ 上司ロが従業員イとともに発明Ａの発明者となるか否かはどのような事項を考慮し

て判断されるか、説明せよ。 

 ⑵ 特許法第 35 条（職務発明）の規定の内容を簡潔に述べた上で、同条が設けられて

いる趣旨について説明せよ。 

２．特許法第 29 条の２の規定が設けられている趣旨について述べた上で、特許出願Ｙ

が、外国語特許出願Ｘ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、説明せよ。 

３．乙は、平成 24 年４月頃から発明ａ２を業として実施しているものとする。 

 ⑴ 甲は、外国語特許出願Ｘについて、補正１がいわゆる新規事項の追加に当たるとの

拒絶理由通知を受けたので、意見書を提出することなく、補正１により追加した発明

ａ２を削除する補正（「補正２」という。）をした。特許請求の範囲は「発明Ａ」の

ままで甲が特許権を取得したとき、発明ａ２を実施している乙に対し、甲は当該特許

権を行使できるか述べよ。 

 ⑵ 甲は、乙の上記実施行為を知り、明細書に発明ａ２を追加する補正１を行ったとい

う経緯があったものとする。甲による補正１にはどのような意図があったと考えられ

るか。なお、甲は、乙が特許出願Ｙをしていることを知らなかったものとする。 

【１００点】 

【公表論点】 

特許出願に関し、以下の事項についての理解を問う。 

１．発明者の認定 

２．職務発明規定の趣旨 

３．特許法第29条の２の趣旨及び外国語特許出願への適用 

４．特許請求の範囲に記載した発明と明細書の補正との関係 
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平成 25 年度【特許・実用新案】 

【問題Ⅱ】 

甲は、レーザー加工装置に係る発明イを特許請求の範囲に記載した特許出願Ｘを行い、

特許権Ｐの設定の登録がされた。明細書、特許請求の範囲又は図面については、補正も訂

正もされていない。一方、乙は、装置αを製造、販売している。当該行為は発明イの実施

に該当する。 

以上のことを前提として、以下の各設問に答えよ。ただし、設問１及び２はそれぞれ独

立しているものとする。 

１．乙は、装置αの製造、販売行為を特許出願Ｘの出願後に開始した。 

 ⑴ 特許権Ｐの設定の登録前になされた乙による装置αの製造、販売行為について、甲

は乙に対してどのような請求をすることが考えられるか、説明せよ。 

   また、その請求は、乙が特許出願Ｘに係る発明イの内容を知らないで装置αを開発

した場合も同様にすることができるか、説明せよ。 

   なお、乙は特許権Ｐについていかなる実施権も有していないものとする。 

 ⑵ 丙は、特許権Ｐの設定の登録前に乙から購入した装置αを、特許権Ｐの設定の登録

後に業として使用している。乙が上記⑴における甲の請求に応じることによりその請

求権が消滅していた場合、甲は、丙に対して装置αの使用行為の差止めを求めること

ができるか、説明せよ。 

   なお、乙及び丙は特許権Ｐについていかなる実施権も有していないものとする。 

２．乙は、装置αの製造、販売行為を特許出願Ｘの出願前に開始し、特許権Ｐの設定の登

録後も当該行為を継続して行っている。特許出願Ｘは、発明イが甲と丁との共同発明で

あるにもかかわらず、丁に無断でなされたものであり、乙はこの事実を知っていた。 

 ⑴ 甲は、特許権Ｐに基づき乙に対して装置αの製造、販売行為の差止めを求める訴え

を提起した。この訴訟において、乙はどのような主張をすることが考えられるか、説

明せよ。 

 ⑵ 丁は、特許権Ｐに係る自己の持分に基づき、乙に対して単独で装置αの製造、販売

行為の差止めを求めることを検討している。この差止めを求めるにあたり必要な特許

法上の手続としてどのようなものが考えられるか、説明せよ。 

【１００点】 

【公表論点】 

以下の点について理解を問う。 

１．補償金請求権について 

⑴ 補償金請求権の行使 

⑵ 特許権との関係 

２．共同出願違反の特許出願に基づく特許権の行使について 

⑴ 特許権侵害訴訟における被告の対応 

⑵ 真の権利者が特許権に係る自己の持分を取得するために必要な特許法上の手続 



23 ● 論文本試験 過去問 

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 

平成 25 年度【意匠】 

意匠法における部分意匠制度について、以下の各設問に答えよ。 

１．部分意匠制度の概要について、制度趣旨及び公知の意匠と意匠登録出願に係る部分意

匠との類否判断に言及しつつ、説明せよ。 

２．甲は、平成 25 年１月 25 日に意匠に係る物品を「ゲーム機用コントローラ」とし、コ

ントローラスティックの形状を「意匠登録を受けようとする部分」とする部分意匠イを

出願した。乙は、同年６月 10 日に自ら創作したゲーム機用コントローラの物品全体の

形状に係る意匠ロを出願した。部分意匠イのコントローラスティックの形状は、意匠ロ

のコントローラスティックの形状と同一であった。 

 ただし、いずれの出願も、優先権の主張を伴うものではなく、秘密意匠に係るもので

もないものとする。 

 ⑴ 部分意匠イが意匠登録を受け、平成 25 年５月 30 日に意匠公報が発行された場合、

意匠ロは、意匠登録を受けることができるか、関係する条文を挙げつつ、説明せよ。 

 ⑵ 部分意匠イが意匠登録を受け、平成 25 年７月１日に意匠公報が発行された場合、意

匠ロは、意匠登録を受けることができるか、関係する条文を挙げつつ、説明せよ。 

 ⑶ ⑵において、部分意匠イ及び意匠ロがともに意匠登録を受けたと仮定した場合、乙

が業として登録意匠ロに類似する意匠の実施をしようとするときに留意すべきことを

説明せよ。 

３．パリ条約の同盟国に住所を有する丙は、平成 25 年１月 25 日にパリ条約の同盟国であ

るＸ国において椅子の全体形状に係る意匠ハの出願Ａをした。丁は、同年３月５日に我

が国に意匠に係る物品を「椅子」とし、自ら創作した背もたれの形状を「意匠登録を受

けようとする部分」とする部分意匠ニを出願し、丙は、意匠ハについて、同年７月５日

に我が国に出願Ａを基礎としたパリ条約に基づく優先権の主張を伴う出願をした。部分

意匠ニは、意匠ハの一部と類似するものであった。 

 ただし、いずれの出願も、特に示した場合を除き、優先権の主張を伴うものではな

く、秘密意匠に係るものでもないものとする。 

 ⑴ 丙が我が国で意匠ハについて意匠登録を受け、意匠公報が発行された場合、部分意

匠ニは、意匠登録を受けることができるか、関係する条文を挙げつつ、説明せよ。 

 ⑵ ⑴において、意匠ハ及び部分意匠ニがともに意匠登録を受けたと仮定した場合、丁

は、丙による登録意匠ハの業としての実施に対し、意匠権の行使をすることができる

か、説明せよ。 

【１００点】 

【公表論点】 

１．部分意匠制度の概要についての理解を問う。 

２．部分意匠が先の出願の場合における、後の出願の全体意匠の登録の可否及びその登録

意匠に類似する意匠の実施について、理解を問う。 

３．部分意匠が先の出願の場合における、パリ条約に基づく優先権の主張を伴う後の出願

の全体意匠の登録の可否及びその意匠権の行使について、理解を問う。 



論文本試験 過去問 ● 24 

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 

平成 25 年度【商標】 

【問題Ⅰ】 

商標法第１条の趣旨を簡潔に述べた上で、同条から導き出される商標権者の義務につい

て説明し、それらの義務が果たされていない場合の商標権者が受ける可能性のある不利益

について述べよ。 

解答に際して、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。 

【５０点】 

【問題Ⅱ】 

日本国内の地域ＡＢＣ（注：ＡＢＣは地域の名称である）の多くの飲食店では、地元特

産の牛肉を使った牛丼を「ＡＢＣ牛丼」の名称で提供しており、また、「ＡＢＣ牛丼」を

パック入りにしてインターネットで販売したところ、好調な売れ行きである。地域ＡＢＣ

において、「ＡＢＣ牛丼」の提供及び販売促進のための団体甲が結成された。そこで、甲

は、「ＡＢＣ牛丼」の名称について、団体商標又は地域団体商標の商標登録を行いたいと

考え、弁理士乙に商標登録出願の代理を依頼した。 

この場合において、以下の各設問について答えよ。 

解答に際して、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。 

１．団体商標及び地域団体商標のそれぞれの制度趣旨について説明せよ。 

２．「ＡＢＣ牛丼」の名称について、地域団体商標の商標登録出願を行うことにした場

合、出願手続前に、乙が確認すべき事項について説明せよ。 

３．地域団体商標の商標登録出願をするにあたり、乙が「ＡＢＣ牛丼」に関し事前に調査

したところ、飲食店主の丙が所有する「牛丼の提供」を指定役務とするゴシック体の

「ＡＢＣ牛丼」の文字と図形からなる登録商標イがあることがわかった。役務「牛丼の

提供」及び商品「牛丼」を指定役務・指定商品とする甲の地域団体商標「ＡＢＣ牛丼」

は、商標登録を受けることができるか否かについて理由を付して述べよ。 

 なお、丙の登録商標イには、無効の理由は存在しないものとする。また、役務「牛丼

の提供」及び商品「牛丼」は類似しないものとする。 

【５０点】 

【公表論点】 

【問題Ⅰ】 

１．商標法第１条の理解を問う。 

２．法目的との関係で、商標権者に課された登録商標の使用義務及び正当使用義務につい

ての理解を問う。 

【問題Ⅱ】 

１．団体商標及び地域団体商標制度の趣旨についての理解を問う。 

２．地域団体商標の出願手続に必要な要件の理解を問う。 

３．地域団体商標に関する商標法第４条第１項第１１号適用の理解を問う。 



25 ● 論文本試験 過去問 

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 

平成 26 年度【特許・実用新案】 

【問題Ⅰ】 

日本国に住所を有する甲は、甘味料の発明イ及びロをし、平成23年12月１日に、展示会

において、発明イの技術的範囲に属する甘味料α（以下「α」という。）を無条件に入場

者にサンプル配布した（以下「配布」という。）。αは、外観からも、また、試食したとし

ても、発明イの技術的範囲に属するかを判別可能なものでなく、さらに、甲は、αの内容

に関する情報を一切開示しなかった。 

その後、甲は、平成23年12月８日、明細書に発明イ及びロを記載するとともに、発明イ

のみを請求の範囲に記載し、日本国特許庁を受理官庁として、日本国を指定国に含む国際

出願Ｘを英語で行った（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Ｘを、以下「外国語特許出願Ｙ」という。）。国際出願Ｘは、平成25年７月１日に国

際公開された。 

一方、展示会に入場した乙は、配布されたαを持ち帰り、平成23年12月９日に、半年前

に購入した市販の分析器によりαを分析したところ、その分析結果は、αが発明イの技術

的範囲に属することを判断できるものであった。 

以上の事例を前提として、以下の設問に答えよ。なお、本事例においてはいかなる補正

もなされないものとする。 

⑴ 甲が、外国語特許出願Ｙを審査官による審査に供するために、特許庁長官に対して

行う必要がある手続について説明せよ。 

⑵ 上記配布により、発明イの新規性が喪失するかを、新規性が特許要件とされている

趣旨に触れつつ、理由とともに述べよ。 

⑶ 甲は平成 25 年９月２日に上記⑴の手続をすべて完了し、その翌日に甲は上記⑵に

ついての検討をしたものとする。その検討結果を踏まえて、外国語特許出願Ｙにより

発明イを権利化するために、甲がとりうる手続について説明せよ。 

⑷ 外国語特許出願Ｙの審査がなされ、特許査定の謄本が送達された時に、甲は、発明

ロの特許権も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、その手続による効果を述べつつ説明せよ。 

⑸ 甲は、外国語特許出願Ｙについて、丙に対して、明細書に記載した事項の範囲全部

の仮通常実施権を許諾し、また、上記⑷の手続をした結果、発明ロについて特許権Ａ

を取得できたものとする。甲が特許権Ａを丁に譲渡し、その登録がなされた場合、丙

は、丁に対して発明ロについての実施権を主張することができるか、理由とともに説

明せよ。 

【１００点】 

【公表論点】 

以下の事項の理解を問う。 

⑴ 外国語特許出願の審査請求までの手続 

⑵ 新規性 

⑶ 国際特許出願の場合の新規性喪失例外の特例 

⑷ 特許査定謄本送達後の特許出願の分割 

⑸ 分割出願した場合の仮通常実施権、通常実施権の対抗力 



論文本試験 過去問 ● 26 

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 

平成 26 年度【特許・実用新案】 

【問題Ⅱ】 

甲は、靴紐の穴の構造に特徴がある靴に係る発明イを自ら完成し、平成23年６月１日、

発明イを特許請求の範囲とする特許出願をしたところ、平成25年６月３日、発明イについ

ての特許権Ｐの設定登録がされた。 

以上のことを前提として、以下の各設問に答えよ。ただし、特許権Ｐに係る特許に無効

理由はないものとする。 

１．乙は、平成22年12月１日、発明イと同一の発明を自ら完成させた。そして、平成23年

５月２日までに、発明イの技術的範囲に属する靴ａの試作品を完成させ、靴ａの製造装

置Ｍを発注するとともに、販売業者らに対し、それらの事実を伝え、発注があれば直ち

に日本国内で靴ａの製造を開始することを説明した。 

 乙は、平成23年８月１日、日本国内の工場に製造装置Ｍを１機設置し、靴ａの販売に

向けた製造を開始した。さらに、乙は、平成25年10月１日、製造装置Ｍを３機増設し、

現在に至るまで靴ａの製造を継続している。また、乙は、平成26年２月３日以降、靴ａ

の靴紐の穴の構造を変えずに、靴底の厚さが１割増加した靴ｂを製造している。 

 甲は乙を被告として、特許権Ｐに基づき靴ａ及びｂの製造の差止めを求める訴えを提

起した。 

⑴ 乙が、靴ａに係る請求について、請求を棄却する旨の判決を得るためにすることが

考えられる主張を挙げた上で、その主張が認められるか否か、述べよ。 

⑵ 乙が、靴ｂに係る請求について、請求を棄却する旨の判決を得るためにすることが

考えられる主張を挙げた上で、その主張が認められるか否か、述べよ。 

２．甲は、発明イの技術的範囲に属する靴ｃを国内で製造販売している。丙は、一般消費

者によって使用されることにより靴底が摩耗しているものの、靴底以外の部分は新品に

近い状態の靴ｃを回収し、靴ｃの靴紐の穴の構造を変えずに、靴底部分を新品に貼り替

え、リサイクル品である靴ｄとして販売している。また、一般に、業者が靴の靴底部分

を貼り替えてリサイクル品として販売することは広く行われている。甲は丙を被告とし

て、特許権Ｐに基づき靴ｄの製造の差止めを求める訴えを提起した。丙が請求を棄却す

る旨の判決を得るためにすることが考えられる主張を挙げた上で、その主張が認められ

るか否か、述べよ。 

【１００点】 

【公表論点】 

特許権侵害訴訟において被告の立場から検討すべき事項についての理解を問う。 

１．先使用の抗弁 

・先使用権の要件 

・先使用権における実施形式の変更 

２．リサイクル品に関する特許権の消尽 



27 ● 論文本試験 過去問 

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 

平成 26 年度【意匠】 

【問題Ⅰ】 

甲は、自ら机に係る意匠イを創作し、その机をビジネスショーで展示した。その後、甲

は、意匠イ及びこれに類似する意匠ロについて、意匠登録を受けようとしている。 

一方、乙及び丙は、共同で机に係る意匠ハを創作し、前記ビジネスショーの開催後であ

って甲の意匠登録出願の日より前に意匠ハに係る意匠登録出願を行った。なお、意匠ハ

は、意匠イには類似せず、意匠ロに類似するものとする。 

これらの事実を前提として、以下の各設問に答えよ。 

⑴ 甲が、意匠イ及び意匠ロに係る意匠登録出願を行う際に留意すべきことは何か、理由

とともに説明せよ。 

⑵ 甲は、意匠イ及び意匠ロについて意匠登録を受けることができるか、また、乙及び丙

は、意匠ハについて意匠登録を受けることができるか、それぞれ理由とともに説明せ

よ。 

⑶ 甲が、意匠ロに係る机を製造販売しようとする場合の留意すべきことは何か、理由と

ともに説明せよ。 

【５０点】 

【問題Ⅱ】 

甲は、自ら自転車に係る意匠ニ及びこれに類似する意匠ホを創作した。 

乙は、意匠ニ及び意匠ホを甲から知得し、意匠登録を受ける権利を承継することなく意

匠ニ及び意匠ホについて意匠登録出願をし、意匠ニ及び意匠ホについて意匠登録を受け

た。 

以下のそれぞれの場合において、甲が意匠ニについて意匠権を取得するためにはどのよ

うな手段をとる必要があるか、そのような手段をとることにした理由とともに説明せよ。 

⑴ 乙の意匠ニに係る意匠権及び意匠ホに係る意匠権がともに存続している場合。 

⑵ 乙の意匠ニに係る意匠権は存続し、意匠ホに係る意匠権が放棄されている場合。 

【５０点】 

【公表論点】 

【問題Ⅰ】 

意匠登録出願を行う際の新規性喪失の例外規定の適用、意匠の登録要件、並びに意匠

権の効力及び抵触についての理解を問う。 

【問題Ⅱ】 

意匠登録を受ける権利を有しない者の意匠登録出願に対して意匠登録された本意匠及

びその関連意匠に係る意匠権に関し、真の権利者による意匠権の移転の請求についての

理解を問う。 



論文本試験 過去問 ● 28 

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 

平成 26 年度【商標】 

【問題Ⅰ】 

商標法における登録主義について以下の設問に答えよ。 

解答に際して、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。 

⑴ 商標法における登録主義について簡潔に説明し、登録主義が採用されている理由を

述べよ。 

⑵ 登録主義との関係において、いわゆる先使用権が認められている理由を述べよ。 

【４０点】 

【問題Ⅱ】 

クイーン株式会社（以下「甲」という。）は、「スーパーアマロ」からなる文字商標

について「化粧品」を指定商品とする商標登録出願を平成 22 年１月 10 日にし、平成 22

年７月 10 日に商標登録を受けた。甲は、平成 22 年７月下旬頃から、商標「アマロ」を

付した「香水」の販売を開始し、現在に至っている。 

アマロスタイル株式会社（以下「乙」という。）は、平成 15 年１月頃から「サプリ

メント」を製造し、これに商標「ＡＭＡＬＯ」を付して販売を行っていたところ売れ行

きが良く、平成 18 年１月頃には、商標「ＡＭＡＬＯ」は乙の業務に係る「サプリメン

ト」を表示するものとして著名となり、乙は、需要者の間において「アマロ」の略称で

呼ばれるようになり現在に至っている。また、乙は、業務を拡大し、平成 18 年３月頃

から「化粧水」を製造し、これに商標「ＡＭＡＬＯ」を付して販売し始めたところ、平

成 22 年３月頃には、商標「ＡＭＡＬＯ」は乙の業務に係る「化粧水」も表示するもの

として周知となった。そこで、乙は、平成 25 年 12 月 10 日に商標「ＡＭＡＬＯ」につ

いて、「サプリメント，化粧水」を指定商品とする商標登録出願をしたところ、当該商

標登録出願に係る商標「ＡＭＡＬＯ」は、甲の登録商標「スーパーアマロ」が引用さ

れ、商標法第４条第１項第 11 号により商標登録を受けることができないとする拒絶理

由の通知を受けた。 

この場合、平成 26 年７月６日を基準に、以下の設問に答えよ。 

なお、指定商品「化粧品」と指定商品「化粧水」は類似し、指定商品「化粧品」と指

定商品「サプリメント」は類似しないものとする。「香水」は指定商品「化粧品」に含

まれるものとする。 

解答に際して、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。 

⑴ 乙の出願商標「ＡＭＡＬＯ」が拒絶理由（商標法第４条第１項第 11 号）に該当す

るかについて説明せよ。 

⑵ 甲の登録商標「スーパーアマロ」と乙の出願商標「ＡＭＡＬＯ」が類似する場合、

乙は、指定商品「化粧水」について自己の商標登録出願に係る商標「ＡＭＡＬＯ」の

商標登録を受けるためにどのような法的措置をとることができるか、要件を検討した

上で説明せよ。 

 ただし、甲と乙との交渉は考慮しないものとする。 

【６０点】 

【公表論点】 

【問題Ⅰ】 

１．登録主義についての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11号の理解を問う。 

２．商標法第４条第１項第 11 号の拒絶理由を回避するための法的措置の理解を問う。 



29 ● 論文本試験 過去問 

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 

平成 27 年度【特許・実用新案】 

【問題Ⅰ】 

船舶工学の教授甲と教授乙が共同で完成した船舶の振動防止装置α１の発明イについ

て、乙は、甲の承諾を得ることなく単独で、平成 26 年８月 20 日にパリ条約の同盟国Ｘ

に、英語で 初の特許出願Ａ１をした。その後、乙は、船舶の振動防止装置α２の発明ロ

を単独で発明した。なお、発明ロは出願Ａ１の出願書類（明細書、図面等を含む。）に記

載されていない。そして、乙は、甲の承諾を得ることなく単独で、平成 27 年４月 10 日

に、出願Ａ１に基づいてパリ条約の優先権を主張するとともに、発明イ、ロを、明細書に

記載し、特許請求の範囲において別個の請求項に記載した外国語書面出願Ａ２を日本国特

許庁にした。 

他方、船舶工学の教授丙は、造船会社丁の依頼を受け、装置α２の発明ロを自ら単独で

完成し、装置α２の図面βの写しを丁に交付するとともに、発明ロに係る特許を受ける権

利を丁に譲渡した。発明ロに係る構成は、図面βから認識することはできるが、装置α２

の外観のみからは認識することはできない。丁は、丙に秘密保持義務を課して、発明ロを

秘密として管理することとした。 

丙の死亡後、丙の相続人（丙の秘密保持義務を負担しているものとする。）は、展示開

始までは秘密にすることを条件として、図面βの原本を含む丙所蔵の資料を博物館に寄贈

した。博物館は、平成 27 年１月 20 日に、図面 β の原本に代えて、図面 β のマイクロフ

ィルムγの閲覧を可能とし、それを印字して複写物として交付することができるようにし

て、図面βの展示を開始した。展示の開始後、マイクロフィルムγとして図面βが展示さ

れたことを知った丁は、平成 27 年６月 10 日に発明ロを明細書、特許請求の範囲又は図面

のいずれにも記載して特許出願Ｂを日本国特許庁にした。 

以下、設問⑴及び⑵については、事例とは関係なく一般的に答え、設問⑶から⑸までに

ついては、上述の事例を前提として、答えよ。 

⑴ パリ条約において優先権制度が採用された趣旨について述べよ。 

⑵ パリ条約による優先権を主張して日本国特許庁になされた外国語書面出願について、

審査官による審査が行われるためには、特許庁に対して一般にどのような手続をとらな

ければならないか、その手続が可能な期間及びその期間を経過したときの手続も含めて

説明せよ。ただし、特許法第 43 条第１項及び第２項の手続はされ、当該外国語書面出

願は、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案

登録に基づく特許出願ではないものとする。 

⑶ 出願Ａ２の審査が行われたとして、発明イについて、拒絶の理由として認められるも

のを挙げ、その理由についても、説明せよ。なお、特許法第 37 条に規定する発明の単

一性の要件を検討する必要はない。 

⑷ マイクロフィルム γ の閲覧及びその複写物の交付が可能とされた時点において、マ

イクロフィルムγは、頒布された刊行物に当たるかどうか、説明せよ。 

⑸ マイクロフィルム γ の閲覧及びその複写物の交付が可能とされた時点において、マ

イクロフィルムγが頒布された刊行物に当たるとしたとき、マイクロフィルムγとの関

係において、(ⅰ)出願Ａ２に記載された発明ロ、(ⅱ)出願Ｂに記載された発明ロは、そ

れぞれ新規性を喪失するかどうか、説明せよ。 

【１００点】 

 



論文本試験 過去問 ● 30 

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 

【公表論点】 

以下の事項についての理解を問う。 

１．パリ条約における優先権制度の採用の趣旨 

２．外国語書面出願の手続 

３．共同出願違反 

４．マイクロフィルムの刊行物性 

５．優先権主張の効果の有無、新規性の喪失の例外 



31 ● 論文本試験 過去問 

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 

平成 27 年度【特許・実用新案】 

【問題Ⅱ】 

外国法人甲は、発明イを対象とする日本国特許権Ｐを有している。甲は発明イの技術的

範囲に属する製品ａを日本国外で外国法人乙に販売している。日本法人丙は、業として、

乙から製品ａを輸入し、日本国内において販売するとともに、発明イの技術的範囲に属す

る製品ｂを日本国内で製造、販売している。 

以上を前提とし、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

とする。 

⑴ 甲は、丙に対して、丙による製品ａの販売は、特許権Ｐを侵害する行為であるとし

て、販売の差止めを求める特許権侵害訴訟を提起した。 

 甲が乙に製品ａを日本国外で販売したことを考慮しても、甲の丙に対する特許権Ｐの

行使が認められるためには、甲は、乙に製品ａを販売するにあたりどのようなことをし

ていた必要があるか、簡潔に述べよ。 

⑵ 丙は、甲に対して、発明イに係る特許について、発明イは、当該特許出願前に公開さ

れた特許公報Ｘに第１実施形態として記載された発明ロと同一であるから、特許法第

29 条第１項第３号に規定する発明に該当し、特許を受けることができないことを理由

とする特許無効審判を請求した。しかし、発明イは発明ロと同一ではないとの判断によ

り発明イに係る特許を無効としない旨の審決がなされ、確定した。その後、丙は、甲に

対して、発明イは、特許公報Ｘに第２実施形態として記載された発明ハと同一であるか

ら特許法第 29 条第１項第３号に規定する発明に該当し、特許を受けることができない

ことを理由とする特許無効審判を請求した。 

 この場合、丙の特許無効審判請求が、特許法第 167 条を根拠として審決により却下さ

れないものとして、審決により却下されない理由を同条が設けられた趣旨を述べつつ説

明せよ。 

 なお、第１実施形態として記載された技術的思想と第２実施形態として記載された技

術的思想とは異なるものとする。 

⑶ 甲は、丙に対して、特許権Ｐに基づき製品ｂの製造販売につき損害賠償を求める特許

権侵害訴訟を提起し、丙は、発明イは、特許公報Ｘに記載された発明ロと同一であって

特許法第 29 条第１項第３号に規定する発明に該当し、特許を受けることができないか

ら特許無効審判において無効にされるべきものであるとの主張をしたが、かかる主張は

排斥されて、認容判決がなされ、当該判決が確定した。 

 その後、甲は、発明イは、当該特許出願前に公開された刊行物Ｙに記載された発明ニ

と同一であることを発見し、これを根拠として発明イに係る特許が特許無効審判により

無効にされないようにするため、発明イを発明イ’と訂正することについて訂正審判を

請求し、訂正をすべき旨の審決が確定した。 

 丙は、製品ｂは訂正後の発明イ’の技術的範囲には属さないと判断し、製品ｂの製造

販売が特許権Ｐを侵害することを理由とする損害賠償請求を認容した判決には再審の事

由があるものとして、再審の訴えを提起した。 

 当該再審の訴えにおいて、丙は、当該訂正審決が確定したことを主張することができ

るか否か、根拠となる特許法の条文が設けられた趣旨を述べつつ説明せよ。 

【１００点】 

 



論文本試験 過去問 ● 32 

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 

【公表論点】 

以下の事項についての理解を問う。 

１．並行輸入品に対する特許権行使の要件 

２．特許法第167条（審決の効力）の趣旨及び「同一の事実及び同一の証拠」の意義 

３．訂正審決の確定を理由とする再審の訴えにおける主張の制限の趣旨及び要件 



33 ● 論文本試験 過去問 

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 

平成 27 年度【意匠】 

【問題Ⅰ】 

甲は、サンダルの意匠イについて、平成 26 年６月２日に、意匠登録出願Ａをし、平成

26 年６月６日に、意匠イに類似する意匠ロについて、意匠イを本意匠とする関連意匠登

録出願Ｂをした。 

乙は、意匠登録出願Ａと同日に、サンダルの意匠ハについて意匠登録出願Ｃをし、平成

26 年７月２日に、意匠ハに類似する意匠ニについて、意匠ハを本意匠とする関連意匠登

録出願Ｄをした。 

甲は、平成 26 年８月２日から、日本国内において、意匠イ、ロに係るサンダルの製造

販売の準備をし、その後、製造販売を継続して行っている。 

ここで、甲の意匠イ、ロ、乙の意匠ハ、ニはそれぞれ自ら独立的に創作したものであっ

た。意匠イは、意匠ハに類似するが意匠ニには類似せず、意匠ロは、意匠ハに類似しない

が意匠ニには類似するものであった。 

また、平成 25 年 10 月１日には、意匠権の存在しない公然知られた意匠Ｙが存在してお

り、意匠Ｙは、意匠ハ、ニに類似しないものであった。 

その後、平成 26 年 12 月２日に、甲は出願Ａ、Ｂについて意匠Ｙの存在により意匠法第

３条第１項第３号に該当する旨の拒絶理由の通知を受けた。 

甲は意匠イに係る出願Ａについて意見書を提出して応答したが、意匠ロに係る出願Ｂに

ついては反論が難しそうなので応答せず拒絶査定が確定した。 

上記事実関係を前提にして、以下の設問に答えよ。 

ただし、これらの意匠登録出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、秘密意匠に係るも

のでも、分割又は変更に係るものでも、補正後の意匠についての新出願でも、冒認出願で

もなく、かつ、新規性喪失の例外の規定の適用はなく、放棄、取下げ又は却下されず、名

義変更も行わないものとする。 

⑴ 甲が意匠イについて意匠登録を受けることができない場合を挙げ、それらの場合、乙

が意匠ハ、ニについて意匠登録を受けることができるかについて説明せよ。 

⑵ 甲の意匠イに係る出願Ａの拒絶査定が確定し、乙が意匠ニについて設定登録を受けた

場合において、甲が意匠ロに係るサンダルを製造販売する行為が意匠ニの意匠権を侵害

すると乙から警告を受けた。上記事実に基づいて、甲はいかなる抗弁が可能であるか。

意匠法の規定とその制度趣旨を説明せよ。 

【６０点】 

【問題Ⅱ】 

甲は、ソファーに係る意匠イ、テーブルに係る意匠ロ、エアーコンディショナー（エア

コン）に係る意匠ハを、意匠に係る物品「一組の応接家具セット」として意匠登録出願Ａ

を行った。意匠イと意匠ロとは統一があったが、意匠ハは意匠イ、意匠ロと統一がない。 

その後、甲は、出願Ａは意匠法第８条の要件を満たさないことを理由とする拒絶理由通

知を受けた。 

甲は、この拒絶理由通知に適切に対応し、出願Ａは「一組の応接家具セット」に係る意

匠として意匠登録された。 

甲が、意匠登録された意匠に係る「一組の応接家具セット」を販売していたところ、乙

から、乙が保有するソファーに係る意匠ニの意匠権を侵害している旨の警告を受けた。 

以上に基づき、以下の設問に答えよ。 

⑴ 甲が、拒絶理由通知に対して行なった「適切な対応」とはいかなるものであるかを、

理由と共に述べよ。 

（次頁へ続く） 

 

 



論文本試験 過去問 ● 34 

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 

⑵ 甲の出願に係る意匠イと乙の出願に係る意匠ニが類似していることを前提として、甲

が意匠権を保有しつつも乙から警告を受ける事態が発生することの理由を述べた上で、

乙の警告の妥当性を検討せよ。 

【４０点】 

【公表論点】 

【問題Ⅰ】 

関連意匠についての理解を問う。 

⑴ 先願と後願の関係及び拒絶査定が確定した出願の取扱い 

⑵ 先出願による通常実施権 

【問題Ⅱ】 

組物の意匠についての理解を問う。 

⑴ 成立要件及び登録要件（意匠法第７条、第８条）並びにこれらを満たすための対応 

⑵ 意匠権の効力及び他人の登録意匠との関係 



35 ● 論文本試験 過去問 

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 

平成 27 年度【商標】 

【問題Ⅰ】 

商標権の存続期間の更新登録の申請における商標権の回復について説明せよ。 

解答に際して、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。 

【３０点】 

【問題Ⅱ】 

甲は、ぶどう酒の名産地Ａ国のワイン生産者であり、平成 14 年に設立以来、商品

「Wine（ぶどう酒）」に商標「Lerota」の使用を継続してきており、少なくとも平成 20

年には、Ａ国内で商標「Lerota」は、取引者・需要者の間に広く認識されるようになり、

現在に至っている。 

また、甲は、Ａ国において、平成 20 年２月 18 日付で第 33 類「Wine（ぶどう酒）」を

指定商品とする商標「Lerota」に係る商標権の設定登録を受けている。 

さらに、甲は、日本市場に進出するために、平成 22 年６月から同年 10 月にかけ、我が

国において大々的に商標「Lerota」を付した商品「ぶどう酒」の広報活動を行い、新聞や

テレビ等のメディアで、広く取り上げられた。 

乙は、平成 21 年頃、甲を解雇された元従業員が設立したＢ国のワイン生産者である。 

乙は、Ｂ国において、平成 22 年１月４日付で第 33 類「Sparkling wine（発泡性ぶどう

酒）」を指定商品とする商標「Lerota Wine」に係る商標登録出願を行った。 

この段階で乙は、甲が平成 22 年度中に日本市場に進出するとの情報を知っていたた

め、甲に対し、甲の生産するぶどう酒「Lerota」について、Ｂ国及び日本国を含む東アジ

ア圏における総代理店契約の締結を持ちかけたが、甲はこれを拒否した。 

その後、乙は、日本国において、Ｂ国における上記商標登録出願を基礎としてパリ条約

に基づく有効な優先権の主張を伴う商標登録出願を平成 22 年３月 23 日付で行い、同年７

月 14 日付で登録査定された後、当該商標「Lerota Wine」は、第 33 類「発泡性ぶどう

酒」を指定商品として、設定登録された。 

さらに、乙は、平成 23 年４月 14 日付で、商標「Lalerota」を出願し、同年９月 19 日

付で登録査定された後、当該商標は、第 33 類「ぶどう酒」を指定商品として、設定登録

された。 

以上の事実を踏まえて、以下の設問に答えよ。 

⑴ 甲は、日本市場への本格的な参入を行うに際し、乙の登録商標「Lerota Wine」が甲

の商標「Lerota」と類似であることから、商標法第 46 条に基づき、無効審判を請求し

ようと考えている。 

 その場合、この登録商標「Lerota Wine」を無効とすることができる可能性のある無

効理由を根拠条文とともに列挙し、簡単に説明せよ。 

 次に、その中で も適切な無効理由に基づいて、当該商標登録を無効にできるかを説

明せよ。 

 なお、平成 23 年４月１日を基準とする。 

（次頁へ続く） 

 

 

 

 

 

 

 

 



論文本試験 過去問 ● 36 

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 

⑵ ⑴において請求した甲の無効審判が成立し、乙の登録商標「Lerota Wine」の登録無

効が確定した。 

 その後、甲は、Ａ国における登録商標「Lerota」の商標権を基礎として、商標

「Lerota」について、第 33 類「Wine（ぶどう酒）」を指定商品として、マドリッド協

定議定書に基づく国際登録を受けた。甲の国際登録は平成 24 年５月 11 日にされたもの

であり、日本国を領域指定しており、我が国においては、平成 25 年２月９日付で設定

登録され、現に有効に存続している。 

 甲は当該商標権の登録後、日本市場において、自己の製造するぶどう酒に「Lerota」

の使用を開始し、販売開始直後から好調な売り上げを得た。 

 このような状況下で、乙は、平成 25 年 11 月頃から、自己の製造するぶどう酒の日本

市場向けのラベルを刷新し、商標「La Lerota」を付したぶどう酒の販売を開始した。 

 甲が乙に対し、商標「La Lerota」の使用を止めるよう警告書を送付したところ、乙

から、自己の有する登録商標「Lalerota」の使用であるから、使用を中止するつもりは

ない旨の回答を受領した。 

 この場合、甲は、乙の「Lalerota」に係る商標登録を、商標法第 51 条第１項に規定

する審判により、取り消すことができるか、理由をあげて説明せよ。 

 なお、平成 26 年４月１日を基準とする。 

⑶ ⑵において請求した甲の商標法第 51 条第１項に規定する審判が終了した後、Ａ国に

おいて、甲の商標権をめぐる争いがあり、甲のＡ国における商標「Lerota」の国際登録

が取り消された。その場合、甲は日本において再び商標「Lerota」を登録するために、

どのような手続を取ることができるか、マドリッド協定の議定書に基づく特例を考慮し

て、留意すべき点とともに、説明せよ。 

【７０点】 

【公表論点】 

【問題Ⅰ】 

商標権の存続期間の更新制度における商標権の回復に関しての理解力及び論理的展開

力を問う。 

１．商標権の回復 

２．商標権の回復の申請がなされた場合の効果 

３．回復した商標権の効力の制限 

【問題Ⅱ】 

⑴ 他人の商標の周知性と商標登録の関係についての理解を問う。 

商標登録無効審判、とりわけ商標法第４条第１項第19号該当を根拠とする審判の理解

を問う。 

⑵ 商標法第51条第１項に規定する審判（不正使用取消審判）の理解を問う。 

⑶ 国際登録の取消し後の商標登録出願の基本的知識を問う。 



37 ● 論文本試験 過去問 

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 

平成 28 年度【特許・実用新案】 

【問題Ⅰ】 

甲は、平成 26 年２月に、組成物 α（以下「発明イ」という。）及び組成物 α からな

るフィルム（以下「発明ロ」という。）の発明をし、日本法人乙に、発明ロのフィルムの

製品化を持ちかけた。乙は、甲から発明イ及び発明ロについての特許を受ける権利を譲り

受けたが、営業秘密とし、発明イ及び発明ロについて特許出願はしないこととし、平成

26 年６月から実施をすることとした。 

また、甲は、平成 26 年４月に、日本法人丙に対しても発明ロのフィルムの製品化を持

ちかけた。丙は、甲が既に発明イ及び発明ロについての特許を受ける権利を乙に譲渡して

いることを知らずに、甲から発明イ及び発明ロについての特許を受ける権利を譲り受け、

平成 26 年４月 20 日、発明者を甲、受理官庁を日本国特許庁として、日本国を指定国に含

む特許協力条約に基づく日本語による国際出願Ａをした。国際出願Ａの請求の範囲には発

明イが、また、明細書には発明イ及び発明ロが、記載されていた。丙は、国際出願Ａにつ

いて平成 27 年 11 月１日に日本国への国内移行手続を完了した（以下「国際特許出願Ａ

１」という。）。 

一方、乙の従業者丁は、甲による売り込みのための発明イ及び発明ロについての説明を

漏れ聞いて、これらの発明の内容を知得し、平成 26 年３月 15 日、乙に無断で、自己を発

明者として、特許請求の範囲及び明細書に発明イを記載して、特許出願Ｂ１をした。 

丁は、さらに発明ロについても権利を取得しようと考え、平成 26 年５月 10 日に、出願

Ｂ１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主張して、特許出願Ｂ２を

した。特許出願Ｂ２の特許請求の範囲には、請求項１として発明イ、請求項２として発明

ロが、また、明細書には発明イ及び発明ロが、記載されていた。特許出願Ｂ２は、平成

27 年９月 16 日に出願公開された。 

戊は、出願公開された特許出願Ｂ２を見て発明イの内容を知り、平成 28 年１月から、

正当な権原なく、業として組成物αの製造・販売を開始し、その後も継続している。 

なお、甲は、乙及び丙の従業者ではない。 

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

する。 

⑴ 特許協力条約における国際出願制度が設けられた趣旨について効果に言及しつつ簡潔

に、説明せよ。 

⑵ 丙は、乙に対し、発明イについての特許を受ける権利を有することを主張できるか、

説明せよ。 

⑶ 国際特許出願Ａ１の審査において、特許出願Ｂ２を先願として、特許法第 39 条第１

項の規定により拒絶の理由を通知されることがあるか、同項の要件について検討しつ

つ、説明せよ。 

⑷ 国際特許出願Ａ１は、平成 28 年６月５日に、発明イについて拒絶の理由があるとし

て、拒絶の査定を受けたとする。このとき、丙は、発明ロについて特許権を得るために

どのような手続をすることが考えられるか、その手続をする理由とともに、説明せよ。 

⑸ 特許出願Ｂ２が平成 28 年６月に特許査定を受け、丁は、その設定の登録により発生

した特許権の特許権者となったとする。この場合、丙は、設定の登録前の戊による組成

物αの製造・販売について、発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金員

の支払いを戊から受けるために、どのような手続をとることが必要か、説明せよ。 

【１００点】 

 



論文本試験 過去問 ● 38 

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 

【公表論点】 

以下の事項についての理解を問う。 

１ 特許協力条約における国際出願制度の趣旨と効果 

２ 特許出願前における特許を受ける権利の承継 

３ 優先権主張を伴う先願に対する特許法第39条の取扱い 

４ 拒絶査定時における特許出願の分割 

５ 冒認出願と真の権利者が補償金請求権を行使するための特許法上の手続 



39 ● 論文本試験 過去問 

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 

平成 28 年度【特許・実用新案】 

【問題Ⅱ】 

甲は、特許請求の範囲を「工程αの後に工程βを行うことを含んでなる方法によって製
造されたインクａ、インクａを収容した収容部ｂ、クリップｃ及びペン先ｄ１又はｄ２を
備えたボールペン」とする特許発明イについての日本国特許権Ｐを有している。特許権Ｐ

は、特許出願Ｘ（出願日平成 20 年４月１日）を基礎として特許法第 41 条第１項の規定に
よる優先権の主張を伴う特許出願Ｙ（出願日平成 21 年３月 30 日）に係る特許権である。 

乙は、特許発明イを実施する正当な権原を有することなく、「インクａ、インクａを収

容した収容部ｂ、クリップｃ及びペン先ｄ１を備えたボールペン」（「製品Ａ１」とい
う。）及び「インクａ、インクａを収容した収容部ｂ、クリップｃ及びペン先ｄ３を備え
たボールペン」（「製品Ａ３」という。）を日本国内において、平成 27 年４月１日以

降、業として製造販売している。 
甲は、乙に対し、製品Ａ１及びＡ３の製造販売の差止めを求めて特許権侵害訴訟を提起

した。 

なお、ペン先ｄ３はペン先ｄ１及びｄ２とは異なり、かつ、ペン先ｄ１及びｄ２のいず
れにも包含されない構成を指すものとする。また、特許発明イのインクａと製品Ａ１及び
Ａ３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。 

以上の事例を前提として、以下の設問に答えよ。 
ただし、特許発明イに係る特許請求の範囲の記載は、特許法第 36 条第６項第２号に規

定する要件（明確性要件）を満たすものとする。 

⑴ 製品Ａ１のインクａの製造方法が「工程 α の後に工程 β を行うこと」を含まないもの
である場合、特許権Ｐの効力は、製品Ａ１に及ぶか。その理由とともに簡潔に説明せよ。 

⑵ 甲が特許権Ｐを侵害するものとして製品Ａ３の製造販売の差止めを求めることができ

るのは、どのような場合か、説明せよ。 
⑶ 前記⑵の場合において、甲が特許出願Ｙの特許出願手続において特許発明イに係る特

許請求の範囲からペン先ｄ３を意識的に除外していたとき、甲は、特許権Ｐを侵害する

ものとして、製品Ａ３の製造販売の差止めを求めることができるか。その理由とともに
簡潔に説明せよ。 

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。 

⑸ 前記⑷の乙の主張に対抗して、甲は、侵害訴訟において、どのような主張をすること
が考えられるか、説明せよ。 

【１００点】 

【公表論点】 
特許権侵害における以下の点についての知識及び理解を問う。 

１．いわゆるプロダクト・バイ・プロセスクレームの特許権の効力が及ぶ範囲 

２．均等侵害 
３．国内優先権主張の効果の有無、無効の抗弁 
４．訂正の再抗弁 



論文本試験 過去問 ● 40 

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 

平成 28 年度【意匠】 

【問題Ⅰ】 

甲は、全体形状が斬新な飲料用のＰＥＴボトル（容器）を創作した。この容器の胴部

は、手で掴んだ際に変形しないよう工夫された特徴的な凹凸形状を備えている。甲は、凸

部の配置が若干異なる別の容器も創作している。甲は、これら２種類の容器の製造販売を

２年後に予定しており、それまでは非公開にしたいと考えている。甲より相談を受けた弁

理士乙は、これらの容器について特許権による保護も可能であるが、意匠権による保護を

提案することにした。 

上記事例において、甲の創作対象が特許権と意匠権の双方で保護され得る理由を簡潔に

述べよ。また、甲の創作対象は意匠法によりどのような態様で保護されるか、考えられる

態様を列挙し、弁理士乙が甲に説明すべき各態様のメリットとデメリットを簡潔に述べ

よ。 

【５０点】 

【問題Ⅱ】 

意匠法の目的（意匠法第１条）を説明した上で、意匠法の目的との関係で、以下の点に

ついて論じなさい。 

⑴ 意匠法第 23 条において意匠権の効力が登録意匠に「類似する意匠」に及ぶとされて

いることの趣旨 

⑵ 意匠法第 24 条第２項において意匠の類否判断は「需要者の視覚を通じて起こさせる

美感に基づいて行う」と規定されていることの趣旨 

【５０点】 

【公表論点】 

【問題Ⅰ】 

事例を通じて、意匠法が規定する意匠保護の態様の理解を問う。 

【問題Ⅱ】 

意匠法における意匠保護の基本構造の理解を問う。



41 ● 論文本試験 過去問 

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 

平成28年度【商標】 

【問題Ⅰ】 

商標法第６条第２項に規定される「商品及び役務の区分」、並びに指定商品及び指定役

務に関して、以下の設問に答えよ。 

⑴ 「商品及び役務の区分」について簡潔に述べ、さらに、商品及び役務の類似の範囲と

の関係を説明せよ。 

⑵ 指定商品及び指定役務について、出願時、審査・審判時、登録後のそれぞれにおける

条文上の取扱いを列挙し、簡潔に説明せよ。 

【３５点】 

【問題Ⅱ】 

甲は、商標イについて、ａとｂを指定商品とし、Ｘ国における平成 27 年６月１日を出

願日とする商標登録出願を基礎とするパリ条約に基づく有効な優先権の主張を伴う商標登

録出願Ａを同年８月 31 日に行った。 

乙は、Ｙ国における商標ロにかかる商標権を基礎とし、ａを指定商品とするマドリッド

協定議定書に基づく国際登録を平成 27 年２月 18 日に受けた。その後、乙はａを指定商品

として、日本国を領域指定する当該国際登録についての事後指定による商標登録出願Ｂを

同年６月２日に行い、同年８月 29 日に商標登録を受け、同年９月 29 日発行の商標掲載公

報に掲載された。 

また、乙は、当該商標権の登録後、当該商標を使用する自己の商品ａについて、大々的

にテレビ等のメディアを通じて広告を行った結果、商品ａに使用する登録商標ロは、短期

間で需要者の間に広く認識される商標となった。 

そこで、乙は、平成 27 年 10 月 30 日に登録商標ロと同一の標章ハについてｂを指定商

品とする防護標章登録出願を行い、同年 12 月 24 日に防護標章登録を受けた。 

その後、甲は、商標登録出願Ａについて、乙の登録防護標章ハが引用された、商標法第

４条第１項第 12 号に該当するとの拒絶理由の通知を受けた。 

以上の事実を踏まえ、現時点が、商標登録出願Ａに対する拒絶理由通知の応答期間内で

あることを前提として、以下の設問に答えよ。 

ただし、商標登録出願Ａが商標法第４条第１項第 12 号に該当するとの認定には誤りは

ないものとし、甲と乙の出願はいずれも不正の目的が認められないものとする。また、セ

ントラルアタックによる商標ロに係る乙の国際登録の取消し及び甲と乙との交渉は考慮し

ないものとする。 

⑴ 甲が商標登録出願Ａについて、指定商品ａのみの商標登録を受けるための法的措置を

説明せよ。 

⑵ 甲が商標登録出願Ａについて、指定商品ａ及びｂの双方の商標登録を受けるための法

的措置を説明せよ。 

【６５点】 

 



論文本試験 過去問 ● 42 

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 

【公表論点】 

【問題Ⅰ】 

１ 「商品及び役務の区分」及び当該区分と商品及び役務の類似の範囲との関係について

の理解を問う。 

２ 指定商品及び指定役務に関する商標法における関係規定についての知識を問う。 

【問題Ⅱ】 

１ 商標法第４条第１項第12号の理解を問う。 

２ 拒絶理由を回避するための法的措置、特に防護標章の特性、先願、補正、出願の分割、

無効審判についての理解を問う。 

３ 先後願の判断の基準日（パリ条約に基づく優先権主張を伴う出願、マドリッド協定議

定書に基づく我が国を事後指定した国際商標登録出願）についての理解を問う。 



43 ● 論文本試験 過去問 

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 

平成 29 年度【特許・実用新案】 

【問題Ⅰ】 

日本国内に居住する甲は、平成28年５月１日に、日本国において発明イについての英語

による外国語書面出願Ａをした。その後、弁理士乙は、甲から、出願Ａを基礎としてパリ

条約による優先権を主張しつつ、出願Ａの明細書に実施例を追加して、日本国を除くパリ

条約の同盟国に発明イについての出願をする手続の依頼を受けた。そこで、乙は、これら

の国へパリ条約による優先権の主張を伴った出願をするために、英文明細書の作成を進め

ていたところ、平成29年４月28日に、甲から、出願Ａの明細書にさらに別の実施例を追加

して、日本国に、出願Ａを基礎とする優先権の主張を伴う英語による出願Ｂをする手続の

依頼を受けた。 

以上を前提に、以下の各設問に、答えよ。 

１ 出願Ｂを特許協力条約に基づく国際出願とする場合において、以下の設問について、

答えよ。 

⑴ 特許協力条約に基づく国際出願において、出願Ｂの出願日が、国際出願日と認められ

るためにはどのような手続が必要か、根拠となる特許協力条約の規定に言及しつつ、説

明せよ。 

⑵ 平成29年６月１日に国際調査報告を受領した後、国際段階において、出願Ｂについ

て、補正をすることができる機会とその内容について、根拠となる特許協力条約の規定

に言及しつつ、説明せよ。 

⑶ 出願Ｂを日本国内に移行させるに際して行われる手続について説明するとともに、上

記⑵における補正がされていた場合の手続について、その手続を行わなかった場合にど

うなるかも含めて、説明せよ。 

２ 出願Ｂを外国語書面出願とした場合において、以下の設問について、答えよ。 

⑴ 外国語書面出願の制度の概要及び趣旨について、説明せよ。 

⑵ 出願Ｂの外国語書面には、発明イについて『Ｘ部材及びＹ部材からなる構造体』と記

載され、『Ｘ部材』について『ｘ１材料又はｘ２材料を用いる』と記載されていた。 

出願Ｂの外国語書面及び外国語要約書面についての日本語による翻訳文が作成された

際に、『Ｙ部材』が「ｚ部材」と誤訳され、そのまま日本国特許庁に提出された。 

このため、翻訳文の特許請求の範囲及び明細書には、発明イについて「Ｘ部材及びｚ

部材からなる構造体」と記載されている。 

その後、手続補正書により、「Ｘ部材」について、明細書の「ｘ１材料又はｘ２材料

を用いる」との記載が「ｘ１材料、ｘ２材料又はｘ３材料を用いる」との記載に補正さ

れた。 

そして、出願Ｂが審査に付された場合、出願Ｂに対してどのような拒絶理由が通知さ

れ得るか、根拠となる規定の内容に言及しつつ、説明せよ。 

なお、『』内の記載は実際には英語による表記であることを示し、また、本問に示さ

れていない事実をあえて仮定して論じる必要はない。 

【１００点】】 

【公表論点】 

以下の事項についての理解を問う。 

１．国際出願の出願手続、国際段階における補正、及び国内移行における手続 

２．外国語書面出願の概要・趣旨 

３．外国語書面出願の補正及び誤訳に関する拒絶理由 

 



論文本試験 過去問 ● 44 

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 

平成 29 年度【特許・実用新案】 

【問題Ⅱ】 

ガス機器メーカー甲は、平成24年４月にガス機器などに用いることが可能な安全装置に

関する発明イを完成したとして、平成24年５月に特許出願した。当該特許出願は、平成25

年11月に出願公開され、平成26年１月に発明イに係る特許権Ｐが設定登録された。特許権

Ｐは、平成29年７月現在も存続している。 

各設問はそれぞれ独立しているものとし、以上の事実及び各設問に記載の事実のみを前

提として、以下の各設問に答えよ。 

⑴ ガス供給会社乙は、独自にガス機器の開発を進めていたところ、出願公開された発明

イの存在を知り、平成25年12月から平成27年１月まで、自社の研究所で特許発明イの実

施品である安全装置Ａを製造し、その技術的効果を確認して機能を調査するためにのみ

使用していた。乙は、その結果に基づいて、平成27年４月に、安全装置Ａを備えたガス

機器Ｘを完成させ、その後、ガス機器Ｘを自社の事業に使用している。 

乙の行為が、特許権Ｐの侵害を構成するかどうか、論ぜよ。 

⑵ ガス機器メーカー丙は、甲のライバル会社であり、平成29年７月現在、自己の特許権

Ｑに係る自社の特許発明ロの実施品であるガス機器Ｙを製造しようとしていたところ、

特許発明ロが特許発明イを利用するものであることが分かり、特許権Ｐについて通常実

施権の設定を受けることが必要となった。 

甲は、平成29年７月現在まで、特許発明イの実施を一切していないが、甲は丙に対

し、自社の特許発明の実施を許諾しない方針である。 

また、特許発明イをガス機器に使用すると、ガス漏れが確実に防止され、ガス漏れに

よるガス中毒者やガス爆発による負傷者が著しく減少する。 

この場合、丙が、特許権Ｐについて通常実施権の設定を受けるために、特許法上、利

用できる制度について、説明せよ。 

⑶ 発明イは、甲とは無関係の個人発明家丁が発明して甲にのみ密かに売り込んだもので

あって、甲は、発明イに係る特許出願を丁に無断でしていた。平成29年７月現在、ガス

機器Ｚを製造しようとしていた戊は、この経緯を知り、ガス機器Ｚの製造には特許発明

イの実施が必要であったため、この経緯を理由に特許権Ｐに係る特許を無効にしたいと

考えた。 

丁は、自ら当事者となって特許権Ｐに係る特許を無効にする意思はない。 

この場合、戊が、特許権Ｐに係る特許を無効にするために、特許法上、とり得る対応

について、説明せよ。 

【１００点】 

【公表論点】 

特許権に関する以下の事項についての理解を問う。 

１．侵害の要件 

２．試験又は研究のためにする特許発明の実施 

３．裁定による通常実施権の設定 

４．冒認の無効理由 

 



45 ● 論文本試験 過去問 

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 

平成 29 年度【意匠】 

【問題Ⅰ】 

⑴ 意匠法上の物品について説明せよ。 

⑵ 意匠法における画像の保護の範囲について、意匠が物品に係るものと規定されている

観点から述べよ。 

【４０点】 

【問題Ⅱ】 

甲は、意匠イを創作し、平成27年３月10日に意匠イについて意匠登録出願Ａをし、平成

27年６月１日に展示販売会に出品し、その後、受注活動を継続している。また、展示販売

会での反響を参考にして、平成27年７月10日に、意匠イを改変した意匠ロを創作した。 

平成27年８月30日に、意匠イ及びロに係る物品を製造するための製造設備を用意し、そ

の後、意匠ロについて受注活動を開始した。そして、平成28年１月10日に意匠イ、意匠ロ

の双方に係る物品の販売を開始した。意匠ロは明らかに意匠イと類似するものであったの

で、甲は意匠ロについて意匠登録出願をしていない。 

意匠登録出願Ａは、公知意匠に類似するとの理由で拒絶査定となり、平成28年１月20日

にこの査定は確定した。 

乙は、平成27年７月20日に、自ら独自に創作した意匠ハについて意匠登録出願Ｂをし、

平成27年12月１日に設定登録された。意匠ハは意匠イ、意匠ロの双方に類似するものであ

った。 

乙は、平成28年２月１日に、甲に対し、甲による意匠イ及び意匠ロに係る物品の販売

は、乙が保有する意匠ハに係る意匠権の侵害であるとの警告をした。 

甲は、意匠イも意匠ロも自分が独自に創作したのに侵害だと言われる理由が解らずに、

また、侵害への対応について弁理士に相談した。 

甲から相談を受けた弁理士として、甲が侵害だと言われる理由を述べた上で、侵害警告

への対応について、甲に説明すべき事項を列挙し、適用条文とその立法趣旨を含めて事案

に即して述べよ。 

なお、意匠法の適用関係に限り、権利行使の制限（意匠法第41条において準用する特許

法第104条の３）には言及しないものとする。 

【６０点】 

【公表論点】 

【問題Ⅰ】 

意匠法上の物品についての理解を問う。 

意匠法が規定する画像を含む意匠の保護の理解を問う。 

【問題Ⅱ】 

意匠権が独占権であることの理解を問う。 

意匠登録無効審判の請求、先使用による通常実施権の抗弁、先出願による通常実施権の

抗弁の理解を問う。 



論文本試験 過去問 ● 46 

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 

平成29年度【商標】 

【問題Ⅰ】 

商標登録の異議申立制度と無効審判制度の異なる点について、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。 

【３５点】 

【問題Ⅱ】 

甲は、平成25年７月１日に「Ｗｉｎｅ」を指定商品とする商標「ＹＡＭＡＮＡＳＨＩ」

をＸ国において商標登録出願し、Ｘ国における当該商標登録出願に基づきパリ条約による

優先権を主張して、「Ｘ国産ぶどう酒」を指定商品とする商標「ＹＡＭＡＮＡＳＨＩ」に

つき、我が国において平成25年12月１日に商標登録出願Ａを行った。一方、特許庁長官

は、平成25年７月25日に、山梨県を産地とする「ぶどう酒」について、商標法第４条第１

項第17号の規定により「山梨」を産地として指定した。 

その後、甲は、商標「Ｇｒａｐｅ」（商標法第５条第３項に規定される「標準文字」に

よる表示態様のもの）につき、第31類「ぶどう」、第32類「グレープジュース」及び第33

類「いちご酒」を指定商品とする商標登録出願Ｂを行ったが、審査官から拒絶理由通知を

受けた。 

結局、甲は商標登録を受けることなく、商標「Ｇｒａｐｅ」を商標登録出願Ｂの商標と

同じ表示態様で商品「ぶどう」に使用していた。甲の商品販売状況は小規模であったが、

甲による当該使用は、乙が所有する商品「果実」を指定商品とする商標「Ｇｌａｐｅ」に

係る商標権を侵害するものであるとして、乙から商標権侵害訴訟が提起された。 

以上の事実を踏まえ、以下の設問に答えよ。 

ただし、商標「Ｇｒａｐｅ」と商標「Ｇｌａｐｅ」は類似するものとする。 

⑴ 商標法第４条第１項第17号の規定を設けた趣旨を説明すると共に、同号の規定が甲の

商標登録出願Ａに対する拒絶理由になり得るか否か説明せよ。なお、優先権主張は有効

なものとする。 

⑵ 甲の商標登録出願Ｂに対する拒絶理由は、指定商品毎に一つずつ異なる内容のもので

あったとして、各拒絶理由の内容をそれぞれ説明せよ。 

⑶ 甲は上記商標権侵害訴訟において、どのような抗弁をすべきか説明せよ。 

⑷ 上記商標権侵害訴訟において、甲は乙が有する上記商標登録が商標法第８条第１項に

係る無効理由を有していることを発見したが、すでにその商標権の設定の登録の日から

５年を経過していた。この場合における甲の抗弁の可否につき論ぜよ。 

なお、抗弁の可否を論ずるにあたり、問題の所在を述べた上で、抗弁を可とする場合

と抗弁を否定する場合のそれぞれの理由に言及せよ。 

【６５点】 

【公表論点】 
【問題Ⅰ】 

商標登録の異議申立制度及び無効審判制度についての理解を問う。 
【問題Ⅱ】 
１．商標法第４条第１項第17号についての理解をＴＲＩＰＳ協定との関係で問う。 
２．商標法第４条３項についての理解をパリ条約に基づく優先権主張との関係で問う。 
３．商標法第３条第１項各号についての理解を「その商品」との関係で問う。 
４．商標権侵害の主張に対する抗弁についての理解を問う。 



47 ● 論文本試験 過去問 

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 

平成 30 年度【特許・実用新案】 

【問題Ⅰ】 

１ 日本国籍を有し日本国内に居住する甲は、平成29年５月１日に、願書に添付した明細

書及び図面に自らした発明イ及びロを記載するとともに、特許請求の範囲に発明イを記

載して、日本国において特許出願Ａをした。 

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。 

⑴ 甲が、平成30年（2018年）６月１日に、パリ条約の同盟国であるとともに特許法条約

の締約国であるＸ国において、出願Ａを基礎としてパリ条約による優先権を主張して特

許出願Ｂをした場合、出願Ｂについての優先権主張が認められることはあるか。特許法

条約の趣旨及び規定に言及しつつ説明せよ。 

ただし、Ｘ国は、特許法条約に準拠した国内法を整備しているものとする。 

⑵ 出願Ａは外国語書面出願であった。 

乙会社は、平成29年７月に独自に装置αの開発を開始し、平成29年12月に当該装置α

の製造及び販売を日本国内において開始した。当該製造及び販売は、発明イの実施に該

当する。 

甲は、平成30年１月にこの事実を知り、乙に対して、発明イに係る特許権の設定の登

録があった後に、発明イの実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金員の支払い

を請求するために、当該特許権の設定の登録前に警告をしようと考えた。 

この場合、当該警告を可能な限り早期に行うために、甲がとるべき特許法上の手続は

どのようなものか、乙に対する警告の方法もあわせて説明せよ。 

⑶ 甲は、平成30年２月１日に、出願Ａについて、拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達を

受け、同年３月１日に、発明ロを明細書、特許請求の範囲及び図面に記載して、特許法

第44条第１項の規定による新たな特許出願Ｃをした。 

その後、出願Ａは、出願公開されることなく拒絶をすべき旨の査定が確定した。ま

た、出願Ｃは、出願公開された。 

丙が、平成29年７月１日に、自らした発明ロを明細書、特許請求の範囲及び図面に記

載して、日本国において特許出願Ｄをした場合、出願Ｄが、特許法第29条の２の規定に

より拒絶されることはあるか、説明せよ。 

２ 甲会社の従業員Ｘと乙会社の従業員Ｙは、それぞれの上司の命を受けて勤務時間中に

共同で研究を行って、甲会社及び乙会社の業務範囲に属する発明イを完成させた。 

甲とＸとの間で定めた勤務規則には、従業者がした職務発明についてはあらかじめ使

用者に特許を受ける権利を取得させる旨（以下「原始使用者等帰属」という。）が定め

られている。 

乙が、発明イに係る出願Ａをするために必要な特許法上の手続について、乙とＹとの

間で定めた勤務規則における原始使用者等帰属の定めの有無に応じて、特許を受ける権

利の帰属との関係に言及しつつ、説明せよ。 

なお、甲及び乙は、平成28年４月１日以降に設立された、日本国内に営業所を有する

法人であり、甲が、当該特許を受ける権利を他者に譲渡すること及び放棄することは考

慮しないものとする。 

また、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。 

【１００点】 

 



論文本試験 過去問 ● 48 

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 

【公表論点】 

以下の事項についての理解を問う。 

１ 特許法条約の趣旨及び優先権の回復の要件 

２ 補償金請求権に係る警告を行うための手続（外国語書面出願における出願公開の請

求） 

３ 出願公開前に拒絶査定が確定した出願及び分割出願についての拡大された先願の地位 

４ 職務発明の権利帰属及び共同発明の出願手続 



49 ● 論文本試験 過去問 

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 

平成 30 年度【特許・実用新案】 

【問題Ⅱ】 

下記の相談を受けた弁理士Ａの立場から、設問に記載された事実のみを前提として、以

下の各設問に答えよ。 

ただし、設問中の特許権Ｐ及びＱについて無効理由は考慮する必要はない。 

⑴ 

【平成29年６月上旬 釣り具メーカー甲からの相談①】 

弁理士Ａは、甲から、「構成ａと構成ｂを有する釣り竿」である新製品Ｘの製造販売の

ために、釣り具メーカー乙が有している特許権Ｑの譲渡に関する相談を受けた。 

甲によれば、「乙は、(ｲ)甲の新製品Ｘは、釣り具メーカー丙の有する特許権Ｐに係る特

許発明の技術的範囲にも属するものであるが、(ﾛ)特許権Ｑは、特許権Ｐが登録された後

に出願したにもかかわらず、特許権として登録されたものであるから、特許権Ｑを有して

いれば、特許権Ｐが障害となることはなく、新製品Ｘの製造販売ができると説明してい

る。」とのことであった。 

そこで、特許権Ｐ及びＱについて調査すると、特許権Ｐは、特許請求の範囲を「構成ａ

を有する釣り竿。」とする特許発明についての特許権であり、特許権Ｑは、特許請求の範

囲を「構成ａと構成ｂを有する釣り竿。」とする特許発明についての特許権であり、いず

れも有効に存在していることが判明した。 

乙の説明(ｲ)及び(ﾛ)が正しいか否か、理由を付して、それぞれ分けて説明せよ。 

⑵ 

【平成29年９月中旬 甲からの相談②】 

弁理士Ａは、甲から新製品Ｘの製造販売に関して相談を受けた。 

甲によれば、「丙が有する特許権Ｐは、平成29年11月30日で存続期間が満了することか

ら、(ﾊ)平成29年11月１日から新製品Ｘを国内で製造し、(ﾆ)平成29年12月１日から新製品

Ｘを国内で販売する予定である。」とのことであった。 

上記(ﾊ)製造行為、及び(ﾆ)販売行為が、特許権Ｐの侵害になるか否か、理由を付して、

それぞれ分けて説明せよ。 

⑶ 

【平成29年10月下旬 甲からの相談③】 

弁理士Ａは、甲から特許権Ｑの譲渡について再度相談を受けた。 

甲によれば、「乙から特許権Ｑの譲渡を受けることになったが、乙の特許権Ｑには、共

有者丁が存在し、それぞれの持分は乙が10分の９、丁が10分の１である。また、丁は乙の

元役員であったが、現在音信不通である。」とのことであった。 

また、甲によれば、「乙は、(ﾎ)特許法によれば、特許権が共有であっても、各特許権者

は、当然に当該特許権の特許発明を自由に実施することができる。(ﾍ)乙は特許権Ｑの過

半数の持分を有しているから、乙の持分は乙の意思のみで譲渡できると説明している。」

とのことであった。 

乙の説明(ﾎ)及び(ﾍ)が正しいか否か、理由を付して、それぞれ分けて説明せよ。 

（次頁へ続く） 
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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 

⑷ 

【平成30年６月上旬 甲からの相談④】 

弁理士Ａは、甲から特許権Ｑの侵害について相談を受けた。 

甲によれば、「丁の所在が判明し、乙及び丁から特許権Ｑを買い受け、移転登録も完了

した。そこで、新製品Ｘの製造販売を開始したところ、当初、売り上げは順調だったが、

その後、売り上げが減少した。調査により、戊が新製品Ｘと同一の構成を有する釣り竿で

ある製品Ｙを国内で製造販売していることが判明したので、戊に対して特許権Ｑの侵害に

基づく損害賠償請求の訴訟をしたいが、新製品Ｘの利益の額は戊に知られたくない。」と

のことであった。 

甲の採り得る損害額の算定方法について、特許法上の規定に沿って述べるとともに、そ

れが甲の「新製品Ｘの利益の額は戊に知られたくない」との意向にかなうか否かについ

て、簡潔に説明せよ。 

【１００点】 

【公表論点】 

特許権に関する以下の事項についての理解を問う。 

１．特許発明の技術的範囲と利用発明 

２．特許発明の実施(生産・譲渡)による特許権侵害 

３．共有に係る特許権の譲渡と特許発明の実施 

４．特許権侵害における損害額の算定方法 



51 ● 論文本試験 過去問 

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 

平成 30 年度【意匠】 

【問題Ⅰ】 

意匠法において、一つの意匠として認められるものを、意匠法第２条その他の関係する

条文に照らして説明せよ。 

ただし、いわゆる画像意匠には言及しないものとする。 

【４０点】 

【問題Ⅱ】 

デザイナー甲は、椅子とテーブルの双方に使用できる「家具用脚」の意匠イを創作し、

意匠に係る物品を「家具用脚」として意匠登録を受け、意匠公報が発行され意匠イは公知

になっている。その意匠登録において、意匠に係る物品の説明に「この意匠は椅子の脚と

してもテーブルの脚としても使用できる」と記載されているが、椅子やテーブルの図面は

ない。 

甲は、家具メーカー乙に意匠イを提案し、乙は、意匠イに天板（テーブル上部の板）を

取り付けた「テーブル」の意匠ロを創作した。 

乙は、意匠ロについて多様な出願の態様で保護することを検討している。また、今後製

造販売する意匠イを利用した「椅子」と「テーブル」（これらの脚以外の具体的形状はま

だ決まっていない）の意匠について製造販売等を独占したいと考え、そのための対策を検

討している。 

乙が取り得る出願の態様を全て示し、それらの効果について説明せよ。あわせて、各出

願の態様の登録の可否を理由とともに説明せよ。 

また、乙が取り得る出願以外の手段について説明せよ。 

ただし、関連意匠の登録には言及しないものとする。 

なお、「家具用脚」「テーブル用天板」は意匠登録の対象となる「物品」であり、意匠イ

に係る意匠登録に無効理由はないものとする。 

【６０点】 

【公表論点】 

【問題Ⅰ】 

意匠法が規定する意匠登録を受けることができる意匠の単位（一意匠）についての理解

を問う。 

【問題Ⅱ】 

事例を通じて、意匠法が規定する全体、部分、部品を対象とする保護、及び独占権の取

得方法についての理解を問う。 



論文本試験 過去問 ● 52 

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 

平成 30 年度【商標】 

【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】 

【問題Ⅱ】 
甲は、日本国に営業所を有さないフランス国法人であって、「チョコレート」の製造販

売を業とするところ、フランス国において平成25年１月３日になされた商標登録出願を基
礎とするパリ条約による有効な優先権を主張して、商標「ＪＰＯ」につき第30類「チョコ
レート」を指定商品とする商標登録出願を日本国に行い、平成25年７月１日に商標登録を
受けた。 

その後、甲はその製造販売拠点をフランス国パリ市内に移転したことを記念して、新た
に商標「ＪＰＯ Ｐａｒｉｓ」を採択し、第30類「ｃｈｏｃｏｌａｔ」（チョコレート）
を指定商品とする商標「ＪＰＯ Ｐａｒｉｓ」についてのフランス国における商標登録を
受け、それを基礎として、日本国を指定国とする国際登録の出願を行い平成29年１月３日
に国際登録を受けた。 

当該国際登録に係る国際商標登録出願については、以下の内容の拒絶理由の通知が発せ
られた。 

拒絶理由① 本願商標はフランス国の首都である「パリ」を意味する「Ｐａｒｉｓ」の
欧文字を包含しているため、フランス国産以外の商品に本願商標を使用した
場合に、その品質につき誤認を生ずるおそれがあるから、本願商標は、商標
法第４条第１項第16号に該当する。 

拒絶理由② 他人乙による第30類「チョコレート」を指定商品とする登録商標「ＪＰ
Ｏ」が存在するため、本願商標は、商標法第４条第１項第11号に該当する。 

甲はこれを看過したため、平成30年４月27日を送達日とする拒絶をすべき旨の査定を受
けた。 
ここで、乙の登録商標「ＪＰＯ」は、平成25年１月４日に出願され、後期分の登録料納

付期限は平成30年７月10日となっていたが、当該後期分の登録料は納付された。 
この場合、平成30年７月１日を基準に以下の設問に答えよ。 
ただし、上記拒絶理由には誤りがなく、乙との交渉は考慮しないものとする。 

⑴ 甲が、拒絶査定の確定を免れるための法的措置を説明せよ。 
⑵ 甲が、上記⑴の措置を行ったことを前提として、上記の拒絶理由�を解消するにあた
っての問題の所在を述べ、日本国特許庁以外の機関に対する手続きも考慮して拒絶理由
①を解消するための措置を説明せよ。 

⑶ 甲が、上記⑴の措置を行ったことを前提として、上記の拒絶理由�を解消するため
に、乙の登録商標「ＪＰＯ」に対し取るべき法的措置を説明せよ。 

【６０点】 

【公表論点】 
【問題Ⅰ】 

商標法第３条第２項が規定する「商標の使用による自他商品・役務の識別力の獲得」に
ついての理解を問う。 
【問題Ⅱ】 
１．国際商標登録出願が拒絶査定となった場合の対応策についての理解を問う。 
２．商標法第４条第１項第16号についての理解を国際商標登録出願に対する拒絶理由との

関係で問う。 
３．商標法第４条第１項第11号についての理解を国際商標登録出願に対する拒絶理由との

関係で問う。 



53 ● 論文本試験 過去問 

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 

令和元年度【特許・実用新案】 

【問題Ⅰ】 

１ 日本国内に居住する甲は、明細書に（１）形状ａを有するタイヤを備える自転車（以

下「発明Ａ」という。以下同様。）、（２）形状ｂを有するタイヤを備える自転車（発明

Ｂ）、が記載され、発明Ａの具体的な態様として、形状ａ１を有するタイヤを備える自

転車（発明Ａ１）と形状ａ２を有するタイヤを備える自転車（発明Ａ２）を記載した特

許出願Ｘをした。 

ここで、形状ａ１、形状ａ２及び形状ｂは互いに同時には採ることができない形状で

あり、発明Ａ、発明Ａ１、及び、発明Ａ２は単一性の要件を満たす一群の発明に該当す

るが、発明Ａ及び発明Ｂについては該当しない。 

以上を前提に、以下の各設問に答えよ。ただし、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。 

⑴ 特許出願Ｘの審査において、甲は、特許請求の範囲の記載を「形状ａを有するタイヤ

を備える自転車。」としたところ、当該発明は、刊行物αに記載された発明から当業者

が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第２項の規定により特

許を受けることができない（進歩性を有しない）との理由で拒絶をすべき旨の査定を受

けた。 

タイヤの形状について、形状ａ１、又は、形状ｂとすれば上記拒絶理由が回避できる

場合、甲は、拒絶査定不服審判の請求と同時に特許請求の範囲をどのように補正するの

が適当か。適当と考える補正後の特許請求の範囲の記載を示すとともに、当該補正の内

容が補正要件を満たすと考える理由を、特許法上の規定に言及しつつ説明せよ。 

⑵ 甲は、特許出願Ｘについて、拒絶査定不服審判の請求と同時に特許請求の範囲につい

て補正を行い、その１年後に、特許をすべき旨の査定の謄本の送達を受けた。しかし、

その後の事情により、形状ｂを有する自転車用タイヤについても製造販売をすることと

なり、この自転車用タイヤそのものについても特許を受けることを望んでいる。 

そこで、甲は、友人乙に相談したところ、「特許をすべき旨の査定の謄本の送達後で

あっても分割ができるので、特許出願Ｘに基づいて『形状ｂを有する自転車用タイヤ』

について新たな特許出願ができる。」と説明された。乙の判断が正しいか否か、及び、

その理由について、根拠となる特許法上の規定と、その趣旨に言及しつつ説明せよ。 

２ 日本国籍を有し日本国内に居住する甲は、日本国において発明イについて出願Ａ（外

国語書面出願ではない）の手続を行った。当該手続後、海外への事業展開を見据えて、

受理官庁である日本国特許庁に対し、全ての締約国を指定国として、出願Ａを基礎とし

て優先権の主張を伴う国際出願Ｂを日本語で行い、特許協力条約の規定に基づく国際出

願日が認められた。その後、権利化を日本国及び締約国であるＸ国のみで行うことと

し、国際出願Ｂについて国際予備審査請求を行わないこととした。 

以上を前提に、以下の各設問に答えよ。ただし、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。 

⑴ 発明イの権利化を、外国ではＸ国のみにおいて進めるための、特許協力条約における

手続上の選択肢として、国際出願Ｂに基づいて、どのような手段を採りうるか、特許協

力条約の規定に言及しつつ、簡潔に説明せよ。 

（次頁に続く） 



論文本試験 過去問 ● 54 

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 

⑵ 国際出願Ｂについて、日本国の指定を取り下げない場合、出願Ａがどのように扱われ

るかについて、特許協力条約及び特許法の規定に言及しつつ、簡潔に説明せよ。 

【１００点】 

【公表論点】 

以下の事項についての理解を問う。 

１ 拒絶査定不服審判請求時の補正の要件 

２ 特許査定謄本送達後の特許出願の分割 

３ 国際出願における指定国に対する手続 

４ 国際出願と国内優先権制度との関係 



55 ● 論文本試験 過去問 

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 

令和元年度【特許・実用新案】 

【問題Ⅱ】 

甲は、発明イが「構成Ａ及び構成Ｂを有する美容器具」である特許権Ｐの特許権者であ

る。当該特許に係る明細書には、従来技術である「構成Ａを有する美容器具」に、「構成

Ｂ」を加えることにより、高周波振動によって血行をより促進させるという課題を解決で

きたことが記載されている。特許権Ｐは、平成29年３月１日に特許出願され、平成30年２

月１日に特許権の設定登録がされて、現在も有効に成立する特許権である。 

以上のことを前提として、以下の各設問に答えよ。なお、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。 

⑴ 乙は、甲の特許出願に係る発明イの内容を知らずに、「構成Ａ及び構成Ｂを有する美

容器具」である器具Ｘを自ら開発し、これを日本国内において自ら販売するために、平

成29年１月31日までに日本国内の乙の工場内に器具Ｘの製造装置を設置し、平成29年４

月１日から器具Ｘの製造及び販売を日本国内で行っている。甲は、乙に対し、特許権Ｐ

の侵害に基づき、器具Ｘの製造及び販売行為に対する差止請求訴訟を、平成30年３月１

日に提起した。この場合、乙は、当該差止請求訴訟において、特許法上どのような主張

をすることができるか。その理由とともに説明せよ。 

なお、器具Ｘは、販売開始まで公開されていなかった。 

⑵ 上記⑴の差止請求訴訟の提起後、乙は、特許権Ｐの特許出願前に頒布された刊行物α

及び刊行物βを発見した。乙は、甲を被請求人として特許権Ｐの特許無効審判を請求

し、その審判請求書において、発明イは、特許出願前に当業者が刊行物αに記載された

発明ロに基づいて容易に発明をすることができたものである旨、主張した。 

上記審判請求書の副本が甲に送達された後に、乙は、審判請求書に、発明イが、刊行

物βに記載された発明ハに基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである

旨の主張を記載することを失念したことに気付いた。 

この場合、乙は、上記審判において、審判請求書を補正して、無効理由として、発明

イは、刊行物βに記載された発明ハに基づいて当業者が容易に発明をすることができた

ものである旨の主張を追加することができるか。その理由とともに説明せよ。 

なお、甲から訂正の請求はなされていない。 

⑶ 乙は、上記⑴の差止請求訴訟の訴状に対する答弁書において、発明イは、特許権Ｐの

特許出願前に頒布された刊行物γに記載された発明ニに基づいて当業者が容易に発明を

することができたものであるから、特許権Ｐに基づく甲の請求は理由がない旨の主張を

した。 

これに対し、甲は、乙は上記⑵の特許無効審判において、刊行物γに記載された発明

ニに基づく進歩性欠如の主張をしなかったのだから、本件差止請求訴訟において、刊行

物γに記載された発明ニに基づく進歩性欠如の主張をすることは、審理を不当に遅延さ

せることを目的とするものであり、かかる主張の却下を求める旨の申立てをした。甲の

申立ては特許法上認められるか。その理由とともに説明せよ。 

（次頁に続く） 

 

 

 



論文本試験 過去問 ● 56 

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 

⑷ 丙は、器具Ｘの販売が好調なのを見て、自らも同様の製品の販売を検討し、平成30年

１月１日から「構成Ａ及び構成Ｂを有する美容器具」である器具Ｙの製造及び販売を日

本国内で行っている。また、丁は、日本国内では入手できない部品Ｚを、海外から輸入

し、丙に対して販売している。部品Ｚは「構成Ｂ」であり、海外においては自動車部品

として用いられている。なお、丁は、丙が「構成Ａ及び構成Ｂを有する美容器具」であ

る器具Ｙを製造するために部品Ｚを購入すること、及び、発明イが甲の特許発明である

ことを知っている。 

甲は、丁に対し、丙への部品Ｚの販売行為をやめるよう求めたいと考えている。かか

る請求をするにあたり、甲が検討すべき特許法上の要件について説明せよ。 

【１００点】 

【公表論点】 

以下の事項についての知識及び理解を問う。 

１ 特許権侵害訴訟における先使用の抗弁 

２ 特許無効審判における審判請求書の補正 

３ 特許権侵害訴訟における特許無効の抗弁の却下の申立て 

４ 特許権侵害訴訟における間接侵害の主張 



57 ● 論文本試験 過去問 

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 

令和元年度【意匠】 

【問題Ⅰ】 

甲は、意匠Ａを創作して、意匠Ａについて全体意匠で令和元年５月７日に意匠登録出願

をし、令和元年５月８日から意匠Ａに係る物品を販売した。また、令和元年６月28日、甲

は意匠Ａの形状に修正を加え、同じ物品に係る意匠Ｂを創作した。意匠Ｂに係る物品は、

２年後の販売を予定している。また、意匠Ａに係る意匠登録出願は、令和元年６月28日時

点ではまだ登録されていないが、拒絶理由はなく、その後に登録されるものとする。 

意匠Ａと意匠Ｂとの関係を考慮して、甲が意匠Ｂについて全体意匠で意匠登録出願をす

るに際して、注意すべき点及び注意する理由について述べよ。 

ただし、意匠Ａ、意匠Ｂ以外の意匠、及び国際意匠登録出願を考慮する必要はない。 

【５０点】 

【問題Ⅱ】 

産業財産権を保護する法律として特許法及び商標法とは別に意匠法が存在することの意

義を、各法律の目的及び主な特許要件・登録要件の異同に言及しつつ述べた上で、特許出

願から意匠登録出願への変更が認められるか否かについて、及び立体的形状の商標（立体

商標）の商標登録出願から意匠登録出願への変更が認められるか否かについて、それぞれ

理由とともに説明せよ。 

【５０点】 

【公表論点】 

【問題Ⅰ】 

事例を通じて、先願主義、関連意匠制度、新規性及び創作非容易性、新規性喪失の例外

規定の適用、秘密意匠制度の理解を問う。 

【問題Ⅱ】 

特許法、商標法と法目的及び登録要件を比較した上で、意匠法の存在意義の理解を問う。 

出願変更の可否を通じて、意匠法の保護対象が創作であることの理解を問う。 



論文本試験 過去問 ● 58 

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 

令和元年度【商標】 

【問題Ⅰ】 
商標法第50条（不使用取消審判）の規定に関し、以下の設問に答えよ。 
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。 

⑴ 登録商標と使用商標の同一性について説明せよ。 
⑵ 登録商標の使用の立証において、いわゆる「商標的使用」（自他商品・役務識別機能

発揮する態様での使用）を必要とする立場と「商標的使用」を必要としない立場とがあ
る。商標法第50条の趣旨に照らして、以下の�～�に答えよ。 
① 「商標的使用」を必要とする立場について説明せよ。 
② 「商標的使用」を必要としない立場について説明せよ。 
③ いずれの立場が妥当と考えるか論ぜよ。 

【４０点】 
【問題Ⅱ】 
甲は、ＡＯＭ県所在の法人格を有する農業協同組合である。甲の構成員は、甲が厳格な

基準の下で品質管理を行ってきたＡＯＭ県の特産品である「りんご」の販売及びその加工
品である「りんごジュース」の加工販売を行っており、その際、商標「ＡＯＭりんご」（普
通に用いられる方法で表示する文字のみからなるもの、以下同じ。）を使用してきた。 

一方、他人乙がＡＯＭ県産ではあるが上記の品質管理基準を満たしていない「りんご」
を原料とする「菓子」に商標「ＡＯＭりんご」を使用して販売する計画を進めていること
が判明した。 
そこで甲は、商標「ＡＯＭりんご」について第31類「ＡＯＭ県産のりんご」及び第32類

「ＡＯＭ県産のりんごを原料とするりんごジュース」を指定商品とする地域団体商標の商
標登録出願をし、商標法第76条第２項に規定する手数料を納付した。 

しかしながら、甲は、この地域団体商標の商標登録出願は商標法第７条の２第１項第１
号の要件を具備しない旨の拒絶理由通知を受けた。 

なお、上記の商標登録出願後、甲の構成員が商標「ＡＯＭりんご」を使用して販売する
商品は、いずれも全国的に周知となった。 

以上の事実を踏まえ、以下の設問に答えよ。 
ただし、「りんご」、「りんごジュース」及び「菓子」の各商品は互いに類似しないもの

とする。 
⑴ 甲の商標登録出願に対する拒絶理由は、いずれの指定商品との関係におけるものであ

るか、その理由と共に説明せよ。 
⑵ 甲は、商標「ＡＯＭりんご」について、�拒絶理由と関係しない指定商品について地

域団体商標の商標登録を受け、かつ、②拒絶理由と関係する指定商品についても、地域
団体商標登録出願の出願日を確保しつつ、何らかの形で商標登録を受けることを考えて
いる。①及び②のために甲が取り得る法的措置を、その要件と共に説明せよ。 

（次頁に続く） 
⑶ 上記⑵により、甲は、商標「ＡＯＭりんご」についての地域団体商標の商標登録を受
け、その後、当該商標は全国的に著名になった。そこで甲は、将来、乙がＡＯＭ県産の
りんごを原料とする「菓子」について商標「ＡＯＭりんご」を使用した場合に、これを
差し止めることができるよう、あらかじめ法的措置を取っておくことにした。このと
き、甲が取り得る法的措置を、その要件と共に説明せよ。 

【６０点】 

【公表論点】 
【問題Ⅰ】 

商標法第50条が規定する「不使用取消審判」についての理解を問う。 
【問題Ⅱ】 

１．地域団体商標制度についての理解を問う。 
２．拒絶理由を回避するための法的措置、特に出願の分割及び団体商標の商標登録出願

への変更についての理解を問う。 
３．防護標章登録制度についての理解を問う。 



59 ● 論文本試験 過去問 

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 

令和２年度【特許・実用新案】 

【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】 

【公表論点】 

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 

 



61 ● 論文本試験 過去問 

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 

令和２年度【特許・実用新案】 

【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】 

【公表論点】 

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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令和２年度【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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【公表論点】 

【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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令和２年度【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「ＦＩ

Ｆ」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。 

 

 
 

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】 
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【公表論点】 

【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。 
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