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宮口流 短答・論文リベンジ合格法 

～学習経験者目線の死角のない学習法とは～ 

【宮口 聡 LEC専任講師】 

 

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（橙）→  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）、最新の改正部分 

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。 

その他    →  甲、乙、丙、丁、戊といったように複数人登場するような事案では、

メリハリをつけるために、例えば、甲（ピンク）、乙（赤）、丙（橙）、

丁（黄）、戊（青）といった感じで、色分けすることがある。 
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第１章 法目的及び意匠法特有の制度 1.1 

法目的 
 

目的（１条） 

この法律は、意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、もって産業の発達に

寄与することを目的とする。 

１．趣旨（青本） 

本条は、この法律の目的について規定したものである。法律の冒頭に目的規定を置き、

その法律の趣旨、性格等を明らかにするという 近の立法の傾向にならったものである。 

意匠の創作は、特許法における発明、実用新案法における考案と同じく、抽象的なもの

である。しかし、発明、考案が自然法則を利用した技術的思想の創作であり、特許法、実

用新案法はその側面からの保護を目的としているのに対し、意匠法は２条１項の表現から

も明らかなように美感の面からアイデアを把握し、これを保護しようとするものである。 

すなわち、特許法及び実用新案法と意匠法とでは保護の方法が異なるのである。 

本条に規定されているように、この法律の目的は意匠の保護及び利用を図って、意匠の

創作を奨励し、産業の発達に寄与することである。 

意匠と産業の発達の関係についてはいくつかの態様が考えられる。 

まず、優れた意匠を商品に応用することによって需要が増加し、産業の興隆が実現され

る場合がある。 

第二に優れた意匠が同時に技術的に優れている場合もあり、技術の進歩ひいては産業の

発達が意匠そのものによって直接に実現される場合がある。 

 

２．意匠権と商標権・著作権（青本） 

意匠権は商標権又は著作権と抵触する場合がある（26 条）。すなわち、同一のアイデア

が意匠権、商標権、著作権それぞれの対象になり得るのである。 

これらの権利について簡単に説明すれば、意匠権と商標権とは工業所有権であるという

点で共通するが、保護の対象が異なる。 

意匠権が美的な創作を保護するものであるのに対し、商標権の対象は商標を使用する者

の業務上の信用である。業務上の信用と無関係なものは意匠であっても商標ではなく、視

覚を通じて美感を起こさせることができないものは商標ではありえてもそれについて意

匠登録を受けることができない。 

また意匠権と著作権との相違は、前者が産業政策的観点から認められる権利であって、

国家の行政処分によって発生するのに対し、後者は著作者の精神的表現に関しその人格

的・財産的利益を保護することを目的とする権利であり、著作物の成立と同時に発生する

点である。 
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第１章 法目的及び意匠法特有の制度 1.2 

画像を含む意匠、建築物の意匠、部分意匠制度 
 

定義等（２条１項、２項、３項） 

１ この法律で「意匠」とは、物品（物品の部分を含む。以下同じ。）の形状、模様若しくは色彩

若しくはこれらの結合（以下「形状等」という。）、建築物（建築物の部分を含む。以下同じ。）

の形状等又は画像（機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表

示されるものに限り、画像の部分を含む。次条２項、37条２項、38条７号及び８号、44条の３

第２項６号並びに55条２項６号を除き、以下同じ。）であって、視覚を通じて美感を起こさせる

ものをいう。 

２ この法律で意匠について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。 

一 意匠に係る物品の製造、使用、譲渡、貸渡し、輸出若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡し

の申出（譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。）をする行為 

二 意匠に係る建築物の建築、使用、譲渡若しくは貸渡し又は譲渡若しくは貸渡しの申出をす

る行為 

三 意匠に係る画像（その画像を表示する機能を有するプログラム等（特許法２条４項に規定す

るプログラム等をいう。以下同じ。）を含む。以下この号において同じ。）について行う次の

いずれかに該当する行為 

イ 意匠に係る画像の作成、使用又は電気通信回線を通じた提供若しくはその申出（提供の

ための展示を含む。以下同じ。）をする行為 

ロ 意匠に係る画像を記録した記録媒体又は内蔵する機器（以下「画像記録媒体等」という。）

の譲渡、貸渡し、輸出若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為 

３ この法律で「登録意匠」とは、意匠登録を受けている意匠をいう。 

１．意匠該当性要件（審査基準 第Ⅲ部 第１章 工業上利用することができる意匠 

⑴ 物品、建築物又は画像（以下、「物品等」という。）と認められるものであること 

⑵ 物品等自体の形状等であること 

⑶ 視覚に訴えるものであること 

⑷ 視覚を通じて美感を起こさせるものであること 

 

  また、物品等の部分について意匠登録を受けようとする意匠である場合は、更に、

以下の要件が加わる。 

  

⑸ 他の意匠との対比の対象となり得る一定の範囲を占める部分であること 

 

 

 

 

 

 

令和１年５月１日より、願書の「部分意匠」の欄が廃止されました。 
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２．建築物の意匠と画像の意匠を追加した理由（青本意２条１項） 

本条は、この法律で特に重要な語句について定義したものである。 

１項は意匠について定義を設けたものである。（中略） 

また、昭和34年の現行法制定時、「物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合」

と規定することで、意匠権の保護対象を物品、すなわち有体物たる動産の形状等に限定す

る点は、旧法を踏襲することとしていたが、令和元年の一部改正において、物品の形状等

と並列する形で、建築物の形状等及び画像を意匠の定義に追加した。 

 

建築物については、店舗の外観に特徴的な工夫を凝らしてブランド価値を創出し、サー

ビスの提供や製品の販売を行う事例が増え、意匠権による保護ニーズが増加したため、意

匠の定義に追加した。なお、ここでいう建築物は、建築基準法の定義等における用語の意

よりも広く、建設される物体を指し、土木構造物を含む。 

 

また、画像については、クラウド上に保存され、ネットワークを通じて提供される画像

が一般化したことや、画像の表示場所が物品の表示部に限られず多様化したこと等により、

幅広い画像について意匠権による保護を求めるニーズが生じていたことから、意匠の定義

に追加したものである。 

ただし、意匠権という強力な独占権を付与することを誘因として画像デザインの開発投

資を促進する以上、当該画像デザインによって機器や機器に関連するサービス等の付加価

値を向上させるものに限って権利の客体とすることが適切であることから、意匠に該当す

る「画像」には、機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果とし

て表示されるもののみが含まれる旨規定することとした（よって、映画の一場面等の画像

は、意匠権の保護対象とならない。）。 

 

なお、画像については、平成18年の一部改正において旧２項が新設され、物品の操作（当

該物品がその機能を発揮できる状態にするために行われるものに限る。）の用に供される

画像については、それらが物品の部分の形状等に含まれることを明確にし、物品の本来的

な機能を発揮できる状態にする際に使用される画面上に表示された画像を物品の一部分と

して限定的に保護することとしていた。また、当該画像等がその物品の表示部に表示され

ている場合だけでなく、同時に使用される別の物品の表示部に表示される場合も保護対象

とすることとしていた。 

しかしながら、令和元年の一部改正において１項を改正し、画像を広く意匠の定義に含

めることとしたことに伴い、旧２項で規定する操作画像は１項に包摂され、表示場所も物

品又はこれと一体として用いられる物品に限られないものとなったことから、旧２項を削

除した。 

 

また、平成10年の一部改正において、「物品の部分」を意匠の構成要素として新たに加

え、部分意匠（物品の部分の形状等）が意匠登録の対象となるようにした。 

「物品」とは市場で流通する有体物であるとされていることから、昭和34年の現行法制

定時においては独立して取引の対象となり得ない物品の部分は、意匠法上の「物品」では
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なく、物品の部分に係る意匠は保護対象とはなっていなかった。 

しかし、独創的で特徴ある部分を取り入れつつ意匠全体で侵害を避ける巧妙な模倣が増

加し、十分にその投資を保護することができないものとなっていたことから、物品の部分

に係る意匠も保護対象となるように改正したものである。 

 

なお、平成10年の一部改正においては、８条に規定されている「組物の意匠」について、

「組物の意匠」の保護の価値はその全体の組合せが有する美感にあることから、「組物の

意匠」については、部分に係る創作を評価する部分意匠の出願は認めないものとし、８条

を除いて「物品の部分を含む」と規定していた。しかし、商品の多様化が進み、商品の基

幹部分は同一であるが、その細部について多様な形状等をあしらう商品群が増加してきた

ことから、このような商品群についても組物として保護することができるよう、令和元年

の一部改正において、組物についても部分意匠を認めることとし、８条を除く規定を削除

した。また、令和元年の一部改正において、建築物及び画像を意匠の定義に追加したが、

これらについてもその部分意匠（建築物の部分の形状等及び画像の部分）が意匠登録の対

象となるよう措置している。 

 

【特許庁ＨＰ「産業競争力の強化に対する意匠制度の見直しについて」参照】 

令和元年改正において、物品の意匠のみならず、建築物の意匠や画像の意匠も保護す

ることとした理由を述べよ。 

 

１．これまで意匠法では、権利範囲を明確化する観点から、保護対象となる意匠と物品と

の関連性を強く求めてきた。 

２．しかし、近年のIoT等の新技術の浸透に伴い、画像については、物品との関連性による

制約が実態と合わなくなってきた。また、欧米諸国では、画像が物品に記録されている

ことは保護要件とされておらず、物品以外の場所に投影される画像についても、幅広く

保護対象とされている等、日本よりも保護範囲が広い。そこで、本改正にて、操作画像

や表示画像については、物品に記録・表示されているか否かを問わず、保護することと

した（２条１項）。 

３．次に、建築物については著作権法による保護も考えられるが（著10条１項５号）、同法

で保護されるのは、建築芸術が主である。また、周知・著名性があれば、不競法による

保護を受け得るが（不２条１項１号、２号）、空間デザインを生かしたブランド構築の取

組を早い段階から保護する観点から、周知化前からの保護ニーズが高まっている。 さら

に、欧米諸国では、建築物の外観や内装は、意匠の保護対象とされている。そこで、建

築物（不動産）の意匠も保護することとした（２条１項）。 
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３．意匠審査基準 第Ⅳ部 第１章 画像を含む意匠 

令和元年の意匠法改正以降、意匠登録出願人が画像を含む意匠について意匠登録を受

ける方法には、大きく以下の２通りがある。 

以下の⑴及び⑵をまとめて、「画像を含む意匠」という。 

⑴は、画像が表示される機器を問わないものであり、 

⑵は、物品と一体的に創作された画像を保護するものである。 

⑴ 画像意匠（物品から離れた画像自体）として保護を受ける方法 

かかる「画像意匠」は、更に以下のように分類される。 

① 機器の操作の用に供される画像（操作画像） 

② 機器がその機能を発揮した結果として表示される画像（表示画像） 

⑵ 物品等の部分としての画像を含む意匠として保護を受ける方法 

かかる「物品等の部分に画像を含む意匠」は、更に以下のように分類される。 

① 画像を表示する物品の機能を発揮できる状態にする為の操作の用に供されるもの  

（物品の機能を発揮するための操作画像） 

② 画像を表示する物品の機能を果たすために必要な表示を行うもの 

（物品の機能にとって必要な表示画像） 

 

４．意匠審査基準 第Ⅳ部 第２章 建築物の意匠 

建築物の意匠として出願されたものが、意匠法上の建築物の意匠を構成するためには、

以下の⑴及び⑵のいずれの要件も満たすものでなければならない。 

⑴ 土地の定着物であること 

⑵ 人工構造物であること。土木構造物を含む。 

 

＜意匠法上の建築物に該当するものの例＞ 

商業用建築物、住宅、学校、病院、工場、競技場、橋梁、電波塔など 

 

＜土地の定着物であることとの要件を満たさないものの例＞ 

⒜ 土地に定着させうるが、動産として取り引きされるもの  例：庭園灯 

⒝ 一時的に設営される仮設のもの  例：仮設テント 

⒞ 不動産等の登記の対象となりうるが、動産として取り引きされるもの 

例：船舶、航空機、キャンピングカー 

（注）ただし、意匠法上の物品に該当するものは、物品の意匠として保護され得る。 

 

＜人工構造物であることとの要件を満たさないものの例＞ 

⒜ 人工的なものでないもの 

例：自然の山、自然の岩、自然の樹木、自然の河川、自然の滝、自然の砂浜 

⒝ 人の手が加えられているが、自然物や地形等を意匠の主たる要素としているもの 

例：自然の地形を利用したもの（スキーゲレンデ、ゴルフコース） 

⒞ 土地そのもの又は土地を造成したにすぎないもの  
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５．実施（２条２項）について 
 

物品 建築物 画像 

１号 製・使・譲・貸・輸・輸・申   －  － 

２号   － 建・使・譲・貸・申  － 

３号   －   － イ…作・使・電提・申 

ロ…譲・貸・輸・輸・申 

【青本意２条２項】 

２項は、意匠の実施について定義したものであるが、平成６年の一部改正において、特

許法２条３項の改正に合わせ、譲渡若しくは貸渡しの申出を実施の定義に追加し、平成18

年の一部改正において、輸出を実施の行為に追加した。 

また、令和元年の一部改正において、建築物及び画像を意匠の定義に追加したことに伴

い、物品の意匠、建築物の意匠及び画像の意匠の実施行為をそれぞれ定義するため、１号

から３号を新設した。 

なお、物品の意匠と同様の行為を規定しているが、次の点を変更している。まず、建築

物の意匠については、「製造」に代わる概念として「建築」と規定し、また、不動産の輸

出入は想定されないことから、輸出及び輸入を規定しないこととした。画像の意匠につい

ては、画像の作成や譲渡は、実質的には当該画像を表示するためのプログラムの作成や譲

渡に当たることから、「画像を表示する機能を有するプログラム等」が画像に含まれる旨

規定した。 

また、画像そのものが対象となる行為と、画像を記録した記録媒体や内蔵する機器（画

像記録媒体等）が対象となる行為とがあることから、これらをイ、ロに分けて規定するこ

ととした。 

具体的には、イで規定する画像の意匠の実施行為については、「製造」に代わる概念と

して「作成」と規定した上、ネットワークを通じた画像の提供行為が実施に含まれるよう

「電気通信回線を通じた提供」を規定した。 

また、ロで規定する画像の意匠の実施行為については、その譲渡、貸渡し、輸出若しく

は輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出を規定している。 

 

 

８ 〈画像を記録した記録媒体〉画像を記録したUSB端末やCD･ROM等の記録媒体を指す。 

 

９ 〈画像を内蔵する機器〉画像を含むアプリケーションがインストールされたスマートフ

ォン、画像を表示する機能を有するﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ等を内蔵する洗濯機やDVDﾌﾟﾚｰﾔｰ等を指す。 

 

10〈画像記録媒体等〉意匠に係る画像を記録した記録媒体又は内蔵する機器を指す。意匠

の実施行為は意匠に係る画像について規定するものであるため、「画像記録媒体等」

に記録又は内蔵される画像は意匠に係る画像に限定される。 

 

以下、青本の〔字句の解釈〕は、必要な事項のみ列挙している。
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６．物品等の部分に係る意匠権の効力 

部分意匠の意匠権の効力※は、全体意匠と同様、登録意匠と同一又は類似の範囲に及ぶ

（23 条）。 

 ※…基本書（小谷悦司・小松陽一郎編『意匠・デザインの法律相談』青林書院 428

頁 小谷悦司 著）においては、以下のように記載されています。 

 

「独立説に立てば、位置関係等を問わない保護が認められますので、部分意匠権

に基づく利用関係の成立が認められる可能性があるといえますが、…要部保護説

に立てば、部分意匠権の侵害は概括的な全体意匠における位置関係等をも問題と

される直接侵害しかありえないこととなります。」 

  

したがって、基本的には、独立説の立場からは部分意匠の利用は成立するもの

と考えられますが、要部説の立場からは部分意匠の利用は成立しないものと解し

ておけば良いと考えられます 

 

 

 

 

 

 

                 VS                                直接侵害（23） 

                                  又は利用侵害 

                                    

 

 

 

     甲の登録部分意匠イ   VS  正当な権原及び理由なき乙の実施意匠ロ 

                     独立説（消極説）…利用侵害（23 条） 

                     要部保護説（積極説）…直接侵害（23 条） 
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例題１－１

意匠法における画像の保護の範囲について、物品との関係に留意しつつ述べよ。 

              （Ｈ29 意匠法 問題Ⅰ設問⑵ 改） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
  
例題１－２

甲は、自転車のハンドル部分に係る登録意匠イ（「意匠に係る物品」は「自転車」であ

るものとする。）の意匠権者である。 

乙は、正当な権原及び理由なく、意匠ロに係る自転車を製造販売している。 

乙の行為は、甲の登録意匠イに係る意匠権の侵害となるかについて、要部保護説（積

極説）及び独立説（消極説）の立場から論ぜよ。ただし、意匠イ及び意匠ロにおける自

転車用ハンドル部分の形状等は同一であるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



10 ● 宮口流 短答・論文リベンジ合格法～学習経験者目線の死角のない学習法とは～ 

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 

  

例題１－１ 

意匠法における画像の保護の範囲について、物品との関係に留意しつつ述べよ。 

              （Ｈ29 意匠法 問題Ⅰ設問⑵ 改） 

 

近年の IoT 等の新技術の浸透に伴い、画像については、物品との関連性による制約が実

態と合わなくなってきた。また、欧米諸国では、画像が物品に記録されていることは保護

要件とされておらず、物品以外の場所に投影される画像についても、幅広く保護対象とさ

れている等、日本よりも保護の範囲が広い。そこで、令和元年改正にて、操作画像や表示

画像については、我が国意匠法においても、画像が物品に記録・表示されているかどうか

にかかわらず、保護することとした（２条１項）。 

かかる「画像を含む意匠」の保護方法として、⑴物品から離れた画像自体として保護を

受ける方法（画像意匠）と、⑵物品等の部分としての画像を含む意匠として保護を受ける

方法（物品の部分に画像を含む意匠）が存在する。 

以上 

           
例題１－２ 

甲は、自転車のハンドル部分に係る登録意匠イ（「意匠に係る物品」は「自転車」であ

るものとする。）の意匠権者である。 

乙は、正当な権原及び理由なく、意匠ロに係る自転車を製造販売している。 

乙の行為は、甲の登録意匠イに係る意匠権の侵害となるかについて、要部保護説（積

極説）及び独立説（消極説）の立場から論ぜよ。ただし、意匠イ及び意匠ロにおける自

転車用ハンドル部分の形状等は同一であるものとする。 

１．要部保護説（積極説）による見解 

⑴ 甲の登録意匠に係る物品も、乙の実施意匠ロに係る物品も「自転車」で同一である。 

⑵ 乙の自転車の意匠ロは、甲の登録意匠イに係る部分と同一の用途及び機能を有する

自転車用ハンドルを含んでいる。 

⑶ 両意匠のハンドル部分の位置、大きさ、範囲は、同一又はありふれた範囲内である

ものと考えられる。 

⑷ 題意より、両意匠のハンドル部分の形状等は、同一である。 

よって、権原等なき乙が意匠ロに係る自転車を製造販売すると、甲の登録意匠イと同

一又は類似の意匠を業として実施することとなるため（２条２項１号）、甲のイに係る

意匠権の侵害となる（23条）。 

２．独立説（消極説）による見解 

乙の自転車の意匠ロは、甲の自転車用ハンドル部分に係る登録意匠イを取り込んでお

り、全体意匠ロを実施すると部分意匠イを実施することになるが、その逆は必ずしも成

り立たない関係にある。 

よって、権原等なき乙が意匠ロに係る自転車を製造販売すると（２条２項１号）、い

わゆる利用侵害が成立する（23 条）。 

                                  以上    
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第１章 法目的及び意匠法特有の制度 1.3

関連意匠制度 
  

関連意匠（10条） 

１ 意匠登録出願人は、自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した

一の意匠（本意匠）に類似する意匠（関連意匠）については、当該関連意匠の意匠登録出願の日

（準特43条１項又は43条の３第１項、２項の優先権主張を伴う意匠登録出願にあっては、 初

の出願若しくはパリ条約４条Ｃ⑷の規定により 初の出願とみなされた出願又はＡ⑵の規定に

より 初の出願と認められた出願の日。以下この項において同じ。）がその本意匠の意匠登録出

願の日以後であって、当該本意匠の意匠登録出願の日から10年を経過する日前である場合に限

り、９条１項又は２項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができる。ただし、当該関

連意匠の意匠権の設定登録の際に、その本意匠の意匠権が44条４項により消滅しているとき、

無効にすべき旨の審決が確定しているとき、又は放棄されているときは、この限りでない。 

２ ３条１項１号又は２号に該当するに至った自己の意匠のうち前項の規定により意匠登録を受

けようとする意匠の本意匠と同一又は類似のものは、当該意匠登録を受けようとする意匠につ

いての同条１項及び２項の規定の適用については、同条１項１号又は２号に該当するに至らな

かったものとみなす。 

３ １項の規定により意匠登録を受けようとする意匠についての３条の２ただし書の規定の適用

については、同条ただし書中「同条第４項の規定により同条３項４号に掲げる事項が掲載された

ものを除く。）」とあるのは、「当該先の意匠登録出願について14条１項の規定により秘密にす

ることを請求したときは、20条４項の規定により同条３項４号に掲げる事項が掲載されたもの

に限る。）」とする。 

４ １項の規定により意匠登録を受ける関連意匠にのみ類似する意匠については、当該関連意匠

を本意匠とみなして、同項の規定により意匠登録を受けることができるものとする。当該意匠

登録を受けることができるものとされた関連意匠にのみ類似する意匠及び当該関連意匠に連鎖

する段階的な関連意匠にのみ類似する意匠についても、同様とする。 

５ 前項の場合における１項の規定の適用については、同項中「当該本意匠」とあるのは、「当該

関連意匠に係る 初に選択した一の意匠」とする。 

６ 本意匠の意匠権について専用実施権が設定されているときは、その本意匠に係る関連意匠に

ついては、１項及び４項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。 

７ 関連意匠の意匠登録出願があった場合において、当該意匠登録出願が基礎意匠（当該関連意匠

に係る 初に選択した一の意匠をいう。以下同じ。）に係る関連意匠（当該基礎意匠の関連意匠

及び当該関連意匠に連鎖する段階的な関連意匠をいう。以下同じ。）にそれぞれ該当する二以上

の意匠の意匠登録出願であったときは、これらの意匠については、９条１項又は２項の規定

は、適用しない。 

８ 前項に規定する場合において、３条１項１号又は２号に該当するに至った自己の意匠のうち

当該基礎意匠に係る関連意匠（当該関連意匠の意匠登録出願が放棄され、取り下げられ、若しく

は却下されたとき、若しくは当該関連意匠の意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若し

くは審決が確定したとき、又は当該関連意匠の意匠権が44条４項の規定により消滅したとき、

無効にすべき旨の審決が確定したとき、若しくは放棄されたときを除く。）と同一又は類似のも

のは、１項の規定により意匠登録を受けようとする意匠についての３条１項及び２項の規定の

適用については、同条１項１号又は２号に該当するに至らなかったものとみなす。 
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【関連意匠制度の新旧比較】 

 旧10条 新10条（令和元年改正） 

 

１項 

関連意匠の出願ができるの

は、本意匠の出願日以後であっ

て、20条３項の意匠公報（20条４

項により20条３項４号に掲げる

事項が掲載されたものを除く。）

の発行の日前まで。 

関連意匠の出願ができるのは、本意匠の

出願日から10年までの期間中。 

ただし、本意匠の意匠権が放棄・不納・

無効で消滅しているときはこの限りではな

い。 

２項 本意匠の意匠権に専用実施権

が設定されていないこと 

本意匠と同一又は類似の意匠が新規性を

喪失しても、それによって関連意匠が３条

１項又は２項で拒絶されることはない。 

 

３項 

 

関連意匠が関連意匠にのみ類

似するものでないこと 

∵類似の無限連鎖回避のため。 

例えば、「全体vs部分」や「部分vs部分」

の場合は、３条の２の適用可能性もある

が、先願が秘密の場合、20条４項公報の発

行日前に出願すれば、３条の２で拒絶され

ないこととした（３条の２但書の読替）。 

４項 

 

「関-関」との間でも、９条不適

用 

 

製品等のデザインに少しずつ改良を加え

ていく群の意匠の開発手法が増加している

こと等を踏まえて、先の関連意匠を本意匠

とみなして関連意匠として登録することが

認められることとなった 

→ 関のみに類似しても拒絶されないこと

とした（旧３項削除）。 

５項        

  ＿ 

関のみに類似する意匠は、「みなし本意

匠」の出願日からではなく、 初に選択 

した一の意匠（基礎意匠）の出願日から10

年までの間に出願すべき。 

６項         － 本意匠の意匠権に専用実施権が設定され

ていないこと（＝旧２項） 

７項         － 「関-関」との間でも９条不適用（≒旧４項） 

（「基礎意匠」＝King of 本意匠） 

８項 － 関の公知後に関を出願しても、３条１項

又は２項で拒絶されない。 

つまり、２項が「本-関」Ver.だとすると、

８項は「関-間」Ver.ということになる。 
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１．趣旨（青本意 10 条） 

本条は、関連意匠について規定したものである。 

昭和34年の現行法制定時においては、バリエーションの意匠群を、一の登録意匠（本

意匠）とその登録意匠に類似する意匠（類似意匠）として保護する類似意匠制度が設け

られていたが、侵害訴訟の場では、類似意匠は本意匠の効力範囲を定める際に参酌され

るものに止まっており、侵害のおそれのある意匠が本意匠よりも類似意匠に類似してい

る場合でも、類似意匠に基づく侵害の成否は訴訟の対象とならず、本意匠の意匠権の侵

害の成否としてのみ訴訟が進められていた。 

バリエーションの意匠群は、創作の観点からは同等の価値を有するものであるにも関

わらず、類似意匠制度の下では、登録された意匠が本意匠か、類似意匠かにより、権利

の効力範囲に差異が現れるという事態が生じており、類似意匠として登録されたバリエ

ーションの意匠を的確に保護するものとはなっていなかった。 

このため、平成10年正において、類似意匠制度を廃止し、デザイン開発の過程で、一

のデザイン・コンセプトから創作されたバリエーションの意匠については、同一出願人

から出願された場合に限り、同等の価値を有するものとして保護し、各々の意匠につい

て権利行使することを可能とする関連意匠制度を創設するものとした。 

 

２．10 条１項について（青本意 10 条） 

１項は、同一出願人の意匠登録出願に係る場合であって、類似する意匠のうちから選

択した一の意匠を本意匠とし、それに類似する意匠をその関連意匠として、意匠登録を

受けることができる旨を規定したものである。 

令和元年の一部改正において、自社製品に共通の一貫したデザイン・コンセプトを用

いることで独自の世界観を築き上げ、製品の付加価値を高める動きが加速する中で、意

匠登録を受けることができる関連意匠の出願時期が本意匠の意匠公報発行日前まででは、

長期的な市場動向等に応じて製品デザインを保護することができないとの指摘があった。 

これを受けて、本意匠の出願の日から10年までの間に出願された関連意匠については、

意匠登録を受けることができることとした。また、本意匠の出願の日から10年までの期

間中であっても、登録料未納等により本意匠の意匠権が消滅した後にまで関連意匠の登

録を認めると、一度本意匠の消滅によりパブリック・ドメインとなった意匠が、後に登

録された関連意匠の権利範囲に含まれてしまい、第三者を害するおそれがあるため、適

切でない。よって、関連意匠の設定登録時に本意匠の意匠権が存続していることを要件

とすべく、本項にただし書を追加した。 

 

 

基礎意匠出願日   公報発行日  出願日から 10 年    出願日から 25 年（21①） 

  ●   ｜  ｜                    

       登録日 

                         

関連意匠の出願可能期間     

  ●                             

                        関連意匠の存続期間満了日（21②） 
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【本意匠の意匠権が消滅等していないこと（10 条１項但書）】 

 

基礎意匠イの出願 公報発行日    基礎出願日から 10 年   基礎出願日から 25 年 

｜   ｜  ｜    ｜                （21 条１項） 

     登録日     放棄 

                         

関連意匠ロの出願    公報発行日 

  ｜       ｜  ｜               

イを本意匠とする  登録日        

 

関連意匠ハの出願  公報発行日 

             ｜     ｜  ｜  ｜         

      ロを「みなし本意匠」とする 登録日    放棄による消滅   

                  

関連意匠ニの出願     

                  ｜        ×（10 条１項で拒絶） 

              ハを「みなし本意匠」とする。            

 

 

３．10 条２項について（青本意 10 条） 

２項は、関連意匠の登録における３条１項及び２項の適用除外規定である。本意匠の

意匠公報発行後に関連意匠について出願した場合、関連意匠の出願時には本意匠が意匠

公報発行や自己実施などにより公知となっていることが考えられる。これらの場合に、

３条１項１号又は２号の意匠に該当するとして本意匠と類似する関連意匠の出願が拒絶

されてしまうことを避けるため、関連意匠についての３条１項及び２項の適用について

は、自己の意匠のうち本意匠と同一又は類似のものは、３条１項１号又は２号に該当す

るに至らなかったものとみなす旨規定した。 

 

４．10 条３項について（青本意 10 条） 

３項は、関連意匠の登録における３条の２ただし書の読替規定である。出願した関連

意匠が秘密意匠として意匠登録を受けようとしている自己の先願意匠の一部と類似する

場合、当該先願の意匠登録出願が秘密意匠として意匠公報に掲載されるまでの間は、３

条の２ただし書の規定により関連意匠の登録が可能である。しかしながら、先の意匠公

報発行から秘密解除までの期間に関連意匠が出願された場合は、３条の２ただし書が適

用されないため、当該関連意匠出願が３条の２の規定により拒絶されることとなる。こ

れを避けるため、関連意匠についての３条の２ただし書の適用については、秘密解除時

に発行される意匠公報の発行日前まで同条の適用が除外されることとすべく、本項にお

いて必要な読替規定を設けることとした。 
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                    秘密期間 

本意匠Ａ（部分イ）with14  登録 20③公報     20④公報 

  ｜           ｜   ｜        ｜ 

                     関連意匠Ｂ（部分ロ） 

                 →この期間内に出願すると、普通は、 

                 ３条の２で拒絶されるが（同条但書かっこ書）、 

                 関連で出願すると拒絶されない（10条３項）。 

 

５．10 条４項について（青本意 10 条） 

４項は、本意匠とは非類似であって、関連意匠にのみ類似する意匠の登録について規

定したものである。令和元年改正前は、旧３項において、関連意匠にのみ類似する意匠

については、類似の無限連鎖を回避するためとして、意匠登録しない旨規定されていた。

しかし、一貫したデザイン・コンセプトに基づいて、市場動向等を踏まえて製品等のデ

ザインを長期的に進化させていくためには、類似する意匠を連鎖的に保護すべきとの指

摘があったことから、旧３項を削除した上で本項を新設し、関連意匠にのみ類似する意

匠についても登録を認めることとした。本項により、関連意匠にのみ類似する意匠は、

当該関連意匠を本意匠とみなして１項の規定により関連意匠として登録することができ、

また、当該関連意匠に連鎖する段階的な関連意匠にのみ類似する意匠についても、当該

意匠が類似する関連意匠を本意匠とみなして同様に登録を受けることができる。 

 

６．10 条５項について（青本意 10 条） 

５項は、４項の場合における１項の適用についての読替規定である。４項は、関連意

匠に連鎖する段階的な関連意匠について、当該意匠が類似する関連意匠を本意匠とみな

して１項を適用するものであるが、４項により意匠登録される関連意匠の出願時期につ

いては、本意匠とみなされた関連意匠の出願から10年までとしてしまうと、関連意匠の

連鎖によって一つの意匠群が永続的に保護されてしまい適切でない。したがって、４項

により意匠登録される関連意匠の出願時期については、 初に選択した本意匠の出願か

ら10年までとするよう、本項において必要な読替規定を設けている。 

 

７．10 条６項について（青本意 10 条） 

６項は、平成18年改正により旧２項として新設された規定で、本意匠の意匠公報発行

の日前までの後日出願による関連意匠について意匠登録を受けることができるとしたこ

とで、いったん本意匠やその関連意匠に対して専用実施権を設定された後に、追加的に

27条１項ただし書の規定に違反した関連意匠について出願がなされる可能性が高まるた

め、既に専用実施権を設定した本意匠に対し、関連意匠は登録を受けることができない

ものとした。令和元年改正において、２項から５項までの新設に伴い旧２項から６項へ

条文移動した上、形式的な改正を行った。 
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８．10 条７項について（青本意 10 条） 

７項は、複数の関連意匠が類似しているときは、当該関連意匠同士にも９条１項及び

２項の規定が適用されない旨を確認的に規定したものである。 

令和元年改正において、関連意匠に連鎖する段階的な関連意匠も登録できるようにな

ったことから、これらを含めた全ての関連意匠について 初に選択した本意匠を「基礎

意匠」と定義した上で、当該基礎意匠の関連意匠及び当該関連意匠に連鎖する段階的な

関連意匠が複数登録される場合であって、それらの関連意匠相互が類似するときであっ

ても、当該関連意匠同士に９条１項及び２項の規定が適用されない旨を規定した。 

 

 

 

 

     ●  ●  ● 

 

 

 

  基礎意匠  関連意匠Ａ  関連意匠Ｂ 

    （基礎意匠に係る関連意匠） 

 

  基礎意匠と関連意匠Ａ間において、９条の適用なし（10条１項）。 

  関連意匠Ａと関連意匠Ｂ間において、９条の適用なし（10条７項）。 

 

 

９．10 条８項について（青本意 10 条） 

８項は、令和元年改正により新設された規定であり、基礎意匠の関連意匠及び当該関

連意匠に連鎖する段階的な関連意匠が複数登録される場合において、これらの関連意匠

同士についての３条１項及び２項の例外規定を設けるものである。なお、出願中の関連

意匠のうち、放棄等によって 終的に登録されなかった意匠と同一又は類似の意匠につ

いては、３条１項及び２項の適用を除外することは適切でない。また、意匠登録された

関連意匠のうち、既に意匠権が消滅した関連意匠と同一又は類似の意匠についても除外

してしまうと、一度パブリック・ドメインとなった意匠の意匠権が復活することとなる。

このため、これらの意匠は３条１項及び２項の適用除外の対象から除くよう規定した。 
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10．審査基準における重要ポイント 

 

3.7.1 意匠法10条２項及び８項の規定における自己の意匠とは 

自己の意匠とは、関連意匠の意匠登録出願人自らが意匠権又は意匠登録を受ける権利

を有している意匠をいう。 

 

3.7.2 意匠法 10 条２項及び８項の規定が適用される公知意匠の公開時期等 

審査官は、公知となった自己の意匠であって、以下の⑴～⑶のいずれかに該当するも

のに限り、10条２項又は８項の規定を適用する。 

⑴ 基礎意匠と同一又は類似する意匠であって、当該基礎意匠の出願時（優先権主張の効

果が認められる場合は、当該優先権主張の基礎となる第一国の出願日。以下、3.7.2内に

おいて同じ。）以降に公知となったもの 

⑵ 基礎意匠に係る各関連意匠とそれぞれ同一又は類似する意匠であって、対応する当該

各関連意匠の出願時以降に公知となったもの 

⑶ 基礎意匠及び基礎意匠に係る関連意匠と同一又は類似する意匠であって、基礎意匠又

は基礎意匠に係る関連意匠において、新規性喪失の例外の規定が適用されている意匠 

 

⑴のケース 

甲 イを創作  本意匠Ａ（イ） イ公知 

    ｜     ｜      ｜  ｜        ｜ 

甲       基礎意匠       ロを創作   関連意匠Ｂ（ロ） 

                   （イ≒ロ）     ↓        

４②③の適用を受けなくても、 

                        イによって拒絶されない。 

                          （10 条２項） 

⑵のケース 

甲  本Ａ（イ） 関Ｂ（ロ）  ロ公知   ロ≒ハ 

     ｜     ｜     ｜     ｜           

甲  基礎意匠   イ≒ロ       関Ｃ（ハ）≠イ 

                       ↓ 

                    ４②③の適用を受けなくても、 

                    ロによって拒絶されない（10 条８項）。 

                           

⑶のケース 

甲  イを創作  イ公知      本Ａ（イ）with４②③ 

     ｜    ｜   ｜     ｜          ｜ 

甲            ロを創作            関Ｂ（ロ） 

            （イ≒ロ）              ↓ 

                        ４②③の適用を受けなくても、 

                        イによって拒絶されない。 

                             （10 条２項） 
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3.7.3消滅した関連意匠と同一又は類似の自己の意匠に対する10条８項の規定の適用につ

いて 

 

審査官は、公知となった自己の意匠（例えば下図の公知意匠甲）が、関連意匠として意

匠登録を受けようとする意匠（例えば下図の関連意匠Ｃ）の基礎意匠に係る関連意匠（例

えば下図の関連意匠Ａ又は同Ｂ）のうち、以下の⑴～⑺のいずれかと同一又は類似のもの

であるときは、10 条８項を適用せず、出願された関連意匠の新規性及び創作非容易性の判

断の基礎資料として取り扱う。  

 

⑴ 当該関連意匠の出願が放棄されたとき  

⑵ 当該関連意匠の出願が取り下げられたとき  

⑶ 当該関連意匠の出願が却下されたとき  

⑷ 当該関連意匠の出願について拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したとき  

⑸ 当該関連意匠の意匠権が44条４項又は60条の14第２項の規定により消滅したとき  

⑹ 当該関連意匠の意匠権を無効にすべき旨の審決が確定したとき  

⑺ 当該関連意匠の意匠権が放棄されたとき  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



宮口レジュメ ● 19 

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 

11．権利化後 

⑴ 存続期間 

関連意匠の意匠権の存続期間は、その基礎意匠（King of 本意匠）の意匠登録出願

の日から 25 年をもって終了する（21条２項）。権利の重複部分に関して存続期間の実

質的な延長が生じないようにするためである（青本 21 条２項）。 

⑵ 本意匠の意匠権が消滅した場合、関連意匠の意匠権はどうなるか。 

本意匠の意匠権が、存続期間の満了以外の理由、すなわち、①意匠権の放棄、②登

録料の不納付、③無効審決の確定を理由として消滅した場合については、本意匠と関

連意匠の整理が便宜的なものであり、各々の意匠が同等の創作的価値を有することを

踏まえ、関連意匠同士の関連性は維持しつつ、関連意匠の意匠権は存続するものとす

る（青本 21 条２項）。 

 ⑶ 分離移転及び専用実施権の分離設定の禁止 

① 基礎意匠及びその関連意匠の意匠権は、分離移転ができない（22 条１項）。 

また、基礎意匠又は関連意匠の意匠権についての専用実施権は、基礎意匠及び全

ての関連意匠の意匠権について、同一の者に対して同時に設定する場合に限り、設

定できる（27 条１項但書）。∵重複部分の分属防止のためである。 

② 基礎意匠の意匠権が 44 条４項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決

が確定したとき、又は放棄されたときは、当該基礎意匠に係る関連意匠の意匠権は、

分離して移転することができない（22条２項）。 

  また、基礎意匠の意匠権が 44 条４項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨

の審決が確定したとき、又は放棄されたときは、当該基礎意匠に係る関連意匠の意

匠権についての専用実施権は、全ての関連意匠の意匠権について同一の者に対して

同時に設定する場合に限り、設定することができる（27 条３項）。 

∵一度設定された権利関係の安定を図るためである。 

 ⑷ 本意匠と関連意匠の意匠権が冒認に係るもので、一方が消滅した場合の移転請求 

基礎意匠又は関連意匠の意匠権についての 26 条の２第１項の規定による請求は、

基礎意匠又は関連意匠の意匠権のいずれかの消滅後は、当該消滅した意匠権が 49 条

により遡及消滅したときを除き、することができない（26 条の２第２項）。 

∵過去分の分属防止のためである。 

 

            甲       乙 

互いに類似する意匠イ及びロを創作→ 

                 ←承継することなく、本Ａ（イ）、関Ｂ（ロ） 

             

                 →登録（Ａ（イ）もＢ（ロ）も冒認（48①Ⅲ）） 

                 ←本Ａ（イ）に係る意匠権を放棄 

 

Ｑ：甲がＢ（ロ）に係る意匠権を取得するために意匠法上とるべき措置は？ 

                          （例題１－４参照） 

 
Ｈ26Ⅱ

基
｜ 
関 

関
｜ 
関 
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８．部分意匠、関連意及び秘密意匠である場合の願書と図面 

 

￥16,000＋￥5,100 

（21,100 円） 

【書類名】 意匠登録願 

【整理番号】 ２００９－０１ 

【特記事項】 意匠法第４条第２項の規定の適用を受けようとする意匠登録出願 

（【提出日】 令和２年９月１４日） 

【あて先】 特許庁長官 殿 

【本意匠の表示】  

    【出願番号】 意願２０２０―０１２３４５ 

【部分意匠】        

【意匠に係る物品】 鍵材 

【意匠の創作をした者】 

    【住所又は居所】 東京都台東区浅草１００丁目２００番３００号 

    【氏名】 防犯 守 

【意匠登録出願人】 

    【識別番号】 １２３４５６７８９ 

    【氏名又は名称】 ○○株式会社 

【代理人】                    

    【識別番号】 ９８７６５４３２１ 

    【弁理士】               

    【氏名又は名称】 弁理士 太郎 

    【電話番号】 ０３－○○○○－○○○○ 

【秘密にすることを請求する期間】 ３年 

【提出物件の目録】 

    【物件名】 図面                    １ 

  【物件名】 意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書     １ 

【意匠に係る物品の説明】 この物品は、主に建具用扉の施錠操作及び解錠操作のた

 めに使用するものである。 

【意匠の説明】 実線で表した部分が、部分意匠として意匠登録を受けよ

 うとする部分である。 
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【書類名】                         図面 

 

【正面図】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【背面図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【左側面図】 
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【右側面図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【平面図】 

 

 

 

 

 

【底面図】 
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例題１－３

甲は意匠イ及び意匠ロを独自に創作し、乙は意匠ハを独自に創作した。乙は、意匠ハ

について意匠登録出願Ｃをした。Ｃの日後、甲は、意匠イに係る意匠登録出願Ａ及び意

匠ロに係る意匠登録出願Ｂ（イを本意匠とする関連意匠の意匠登録出願）を同日に行っ

た。その日後、乙の出願Ｃが設定登録され、ハが意匠公報に掲載された。その後、甲の

出願Ａ、Ｂに対し、拒絶理由が通知されたものとした場合に、出願Ａ、Ｂに想定される

拒絶理由を答えよ。ただし、意匠ハは、意匠イ及びロと類似するが、それ以外に類似の

関係は存在せず、また、権利の移転や実施権の設定・許諾は考慮しないものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例題１－４

互いに類似する意匠イ及び意匠ロを甲が創作した後、乙は、これを知得した上で、意

匠登録を受ける権利を承継することなく、本意匠イの意匠登録出願Ａ及び関連意匠ロの

意匠登録出願Ｂをし、両意匠について意匠登録を受けた。その後、乙がイに係る意匠権

を放棄した後に、甲がロに係る意匠権を取得するためにとり得る措置を述べよ。 
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例題１－３ 

甲は意匠イ及び意匠ロを独自に創作し、乙は意匠ハを独自に創作した。乙は、意匠ハ

について意匠登録出願Ｃをした。Ｃの日後、甲は、意匠イに係る意匠登録出願Ａ及び意

匠ロに係る意匠登録出願Ｂ（イを本意匠とする関連意匠の意匠登録出願）を同日に行っ

た。その日後、乙の出願Ｃが設定登録され、ハが意匠公報に掲載された。その後、甲の

出願Ａ、Ｂに対し、拒絶理由が通知されたものとした場合に、出願Ａ、Ｂに想定される

拒絶理由を答えよ。ただし、意匠ハは、意匠イ及びロと類似するが、それ以外に類似の

関係は存在せず、また、権利の移転や実施権の設定・許諾は考慮しないものとする。 

 

１．出願Ａに想定される拒絶理由。 

甲の出願Ａに係る意匠イは、乙の先願登録意匠ハと類似している。よって、出願Ａ

には乙の登録意匠ハを引例とする９条１項の拒絶理由（17 条１号）が想定される。 

２．出願Ｂに想定される拒絶理由 

⑴ ９条１項（17 条１号）。 

甲の出願Ｂに係る意匠ロは、乙の先願登録意匠ハと類似している。 

よって、出願Ｂには乙の登録意匠ハを引例とする９条１項の拒絶理由（17 条１号）

が想定される。 

 ⑵ 10 条１項（17 条１号） 

意匠ロに係る出願Ｂは、意匠イを本意匠とする関連意匠（10 条１項）の出願である

ところ、題意より、意匠イとロは非類似ゆえ、出願Ｂに 10 条１項違反の拒絶理由（17

条１号）が想定される。 

以上         

例題１－４ 

互いに類似する意匠イ及び意匠ロを甲が創作した後、乙は、これを知得した上で、意

匠登録を受ける権利を承継することなく、本意匠イの意匠登録出願Ａ及び関連意匠ロの

意匠登録出願Ｂをし、両意匠について意匠登録を受けた。その後、乙がイに係る意匠権

を放棄した後に、甲がロに係る意匠権を取得するためにとり得る措置を述べよ。 

 

１．意匠登録無効審判の請求（48 条） 

  乙のイに係る意匠権が放棄により消滅しているが、これが 49条の規定により遡及消滅

したときを除き、移転請求（26 条の２第１項）ができないからである（同条２項）。 

本問では、乙の意匠イの登録に 48 条１項３号の無効理由があることから、イについて

意匠登録を受ける権利を有する甲は、無効審判を請求し得る（48条２項但書、３項）。 

２．移転請求（26 条の２第１項） 

  上記無効審判において無効審決が確定し、イに係る意匠権が遡及消滅した場合には（49

条、26 条の２第２項）、甲は、乙のロに係る意匠権について移転を請求し得る（26 条の

２第１項）。ロの登録には 48 条１項３号の無効理由があり、甲はロについて意匠登録を

受ける権利を有するからである。これに基づく意匠権の移転登録があったときは、ロに

係る意匠権は、初めから甲に帰属していたものとみなされる（26条の２第３項）。 

以上 
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短答エミネント講座 

テキスト見本 
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第４章 商標権 

第１節 商標権 

商標権の設定の登録（18 条）  

第18条 商標権は、設定の登録により発生する。 

２ 第40条第１項の規定による登録料又は第41条の２第１項の規定により商標登録をすべき旨の査

定若しくは審決の謄本の送達があった日から30日以内に納付すべき登録料の納付があったとき

は、商標権の設定の登録をする。 

３ 前項の登録があったときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。 

一 商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所 

二 商標登録出願の番号及び年月日 

三 願書に記載した商標 

四 指定商品又は指定役務 

五 登録番号及び設定の登録の年月日 

六 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 

４ 特許庁長官は、前項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した商標公報（以下「商標掲載

公報」という。）の発行の日から２月間、特許庁において出願書類及びその附属物件を公衆の縦

覧に供しなければならない。ただし、個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類又は

物件及び公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある書類又は物件であって、特許庁長官が秘

密を保持する必要があると認めるものについては、この限りでない。 

５ 特許庁長官は、個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類又は物件であって、前項

ただし書の規定により特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるもの以外のものを縦覧に

供しようとするときは、当該書類又は物件を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しな

ければならない。 

 確認事項  

１．商標権の発生（１項・２項） 

⑴ 商標権は、設定の登録により発生する（１項）。 

⑵ 登録査定・審決謄本送達があった日から原則30日以内に登録料を納付する（２項）。 

→ 当該30日の期間は、41条２項、77条１項で準用する特４条の規定により延長され

る。また、納付手続についての救済措置も規定されている（41条３項・４項）。 

① 40条１項    → 一括納付（10年分） 

② 41条の２第１項 → 分割納付（前半５年分） 

２．商標公報への掲載事項（３項） 

⑴ 商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所（１号） 

⑵ 商標登録出願の番号及び年月日（２号） 
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⑶ 願書に記載した商標（３号） 

 ポイント  

標準文字の場合、願書に記載した商標そのものではなく、標準文字により現したも

のである（12条の２第２項３号かっこ書）。 

⑷ 指定商品又は指定役務（４号） 

⑸ 登録番号及び設定の登録の年月日（５号） 

⑹ 必要な事項（６号） 

ex. 商品及び役務の区分、立体商標や音商標等である旨の表示、団体商標である旨の

表示、標準文字である旨の表示、防護標章である旨の表示、代理人に関する事項等

（青本18条） 

３．出願書類等の縦覧（４項） 

縦覧期間（自由に見ることのできる期間）…無料 

→ 商標掲載公報の発行の日から２月間 

→ 公報の発行の日は、登録異議申立期間の起算日でもある。 

 ポイント  

個人の名誉・生活の平穏を害するおそれがある書類・物件及び公の秩序・善良の風俗

を害するおそれがある書類・物件であって、特許庁長官が秘密を保持する必要があると

認めるものについては、縦覧の制限を加えられる（４項但書）。 

 

 

 

 

４．個人の名誉・生活の平穏を害するおそれがある書類・物件（５項） 

個人の名誉・生活の平穏を害するおそれがある書類・物件であって、特許庁長官が秘

密を保持する必要があると認めるもの以外のものを縦覧に供しようとするとき 

→ 当該書類・物件を提出した者に対し、その旨＋その理由を通知しなければならな

い。 

∵ 書類等の提出者が著しく不利益を被ることとなるため（青本18条参照）｡ 

 

 

 

 

５．本条は、防護標章登録に基づく権利に準用（68条３項） 

６．国際商標登録出願についての特例がある（68条の19） 

 

個人の名誉等を害するおそれがある書類等 特許庁長官が秘密を 

保持する必要があると 

認めるもの 
+

公序良俗を害するおそれがある書類等 

個人の名誉等を害するおそれがある書類等

特許庁長官が秘密を 

保持する必要があると 

認めるもの以外のもの 
+

特許法では、公報発行日から１年以内は
無料とされている（青本特66条の解説 21
版P.248）。 
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存続期間（19 条）  

第19条 商標権の存続期間は、設定の登録の日から10年をもって終了する。 

２ 商標権の存続期間は、商標権者の更新登録の申請により更新することができる。 

３ 商標権の存続期間を更新した旨の登録があったときは、存続期間は、その満了の時に更新され

るものとする。 

 確認事項  

１．存続期間（１項）→ 商標権の設定の登録の日から10年 

２．更新登録の申請（２項） 

⑴ 更新登録の申請制度の導入 

商標法条約13条⑷の要請に対応するため、平成８年改正にて、従来の使用チェック

及び実体審査を伴う更新出願制度を廃止し、更新登録の申請と料金納付のみにより更

新を認める更新申請制度を導入した（青本19条参照）。 

⑵ 申請することができる者 → 商標権者のみ 

→専用使用権者・質権者等の利害関係を有する者は、申請できない（２項）。 

⑶ 商標権の一部更新 

① 指定商品又は指定役務ごとの更新は認められない。更新は区分ごとの指定商品等

すべてを更新するか否かのみである。 

∵ 制度及び事務手続がいたずらに複雑化する反面、同様の効果は、権利の一部放

棄によりできるためである（青本19条参照）。 

② 複数区分に係る商標権については、更新を求める区分についてのみの申請（区分

単位の申請）が可能である（青本19条参照、商施規11条参照）。…区分減更新 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．更新登録の効果（３項） 

更新登録があったときは、存続期間は、その満了の時に更新されるものとする。 

 ポイント  

「満了の時に」とは、存続期間の満了の日の翌日の午前零時を指す（青本19条参照）。 

４．国際登録に基づく商標権には19条の規定は適用されない（68条の22第１項）。 

「茶」のみの更新 

「茶，パン」の更新 

 

第 30 類「茶，パン」 

×

○

【単一区分の場合】

第 30 類「茶，パン」 

第 30 類「茶」 
 

第 29 類「加工水産物，食肉」
第 30 類「茶，パン」 

○ 

× 

【複数区分の場合】

第 29 類「加工水産物，食肉」
第 30 類「茶」 × 
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存続期間の更新登録の申請（20 条）  

第20条 商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許

庁長官に提出しなければならない。 

一 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所 

二 商標登録の登録番号 

三 前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項 

２ 更新登録の申請は、商標権の存続期間の満了前６月から満了の日までの間にしなければならない。 

３ 商標権者は、前項に規定する期間内に更新登録の申請をすることができないときは、その期間

が経過した後であっても、経済産業省令で定める期間内にその申請をすることができる。 

４ 商標権者が前項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内に、その申請をしない

ときは、その商標権は、存続期間の満了の時にさかのぼって消滅したものとみなす。 

 確認事項  

１．申請書の記載事項（１項） 

３号の「経済産業省令で定める事項」とは？ 

ex. 区分の数を減じて申請する場合の更新登録を求める商品・役務の区分（商施規11条） 

 

 

 

 ポイント  

商標・指定商品等については申請書の記載事項ではない。 

∵ 更新登録は、既存の商標権を、実体の同一性を保持しつつさらに10年間効力を存続

させる意味を持つに過ぎないためである（青本20条参照）。 

２．更新登録の申請の期間（２項・３項） 

 

 

 

  ・20条３項の「省令期間」…存続期間の満了後６月以内（商施規10条２項） 

   ∵TLT13条⑴⒞、第８規則の規定に倣ったもの（青本） 

  ・20条３項の期間の更新申請は、割増登録料の納付が必要（43条１項）。 

３．更新登録の申請をしない場合の効果（４項） 

→ 商標権は、存続期間の満了時にさかのぼって消滅したものとみなされる。 

 

４．国際登録に基づく商標権には 20 条の規定は適用されない（68 条の 22 第１項）。 

 

 

 

第４類は更新しない
第４類
第５類 第５類 のみ記載 

６ヶ月 

20② 

省令期間 

20③ 

省令期間 

21① 

満了 
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■□ＭＥＭＯ□■ 
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短答エミネント講座 

一問一答集 見本 
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□□□208 

商標権は、設定の登録により発生する。 

□□□209 

商標権の設定登録料を分割して納付する場合には、前半５年分の登録

料を納付すれば、商標権の設定の登録がされる。 

□□□210 

商標公報への掲載事項は、「商標権者の氏名又は名称及び住所又は居

所」、「商標登録出願の番号及び年月日」、「願書に記載した商標」、「指定

商品又は指定役務」並びに「登録番号及び設定の登録の年月日」のみで

ある。 

□□□211 

特許庁において出願書類及びその附属物件を公衆の縦覧に供しなけれ

ばならないのは、商標権の設定の登録の日から２月間である。 

□□□212 

公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある書類又は物件であって、

特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるものについては、特許

庁において公衆の縦覧に供する必要はない。 
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■■■208 ○ 

商 18 条１項の通りである。 

■■■209 ○ 

商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があった日から

30 日以内に、一括納付（商 41 条１項）又は分割納付の前半５年分（商 41

条の２第１項）の設定登録料の納付があったときは、商標権の設定の登録

がされる（商 18 条２項）。 

■■■210 × 

記載事項は、「商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所」、「商標登録

出願の番号及び年月日」、「願書に記載した商標」、「指定商品又は指定役務」

並びに「登録番号及び設定の登録の年月日」に加え、「前各号に掲げるも

ののほか、必要な事項」である（商 18 条３項１号～６号）。 

■■■211 × 

「商標掲載公報の発行の日」から２月間、特許庁において出願書類及び

その附属物件を公衆の縦覧に供しなければならない（商 18 条４項本文）。 

■■■212 ○ 

個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類又は物件及び「公

の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある書類又は物件であって、特許

庁長官が秘密を保持する必要があると認めるもの」については、公衆の縦

覧に供する必要はない（商 18 条４項但書）。 
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