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一発合格を実現！ 

短期合格法を伝授 

 
 

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）、 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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１．勉強方法について 

 

⑴ 初期段階の勉強法 

   初のうちは知識がありません。それゆえ条文を読むことは苦痛以外の何物でもありま

せん。小説や随筆等と異なり、すらすら読み進めることが出来ないからです。 

特に理系出身の人にとっては、外国語みたいなイメージに映るかも知れません。ワンセ

ンテンスが異常に長かったり、独特の言い回しがあったりする等、我々プロから見てもな

かなかの強敵です。 

   ですから、初心者がいきなり厳密に解釈していこうと意気込むと却って挫折します。大

雑把なレベルで条文全体の趣旨を理解していけばよいのです。 

   では、どうすればよいのか。 

   典型的には、条文を逐条的に解説している本を読むのがよいでしょう（代表的基本書と

して、「工業所有権法逐条解説」（青本）というのがあります）。 

   しかし、実際に読んでみた人の感想は、大体「眠くなる」か、「何を言っているのかさっ

ぱり解らない」です。 

   それもそのはずです。この手の本はアカデミック（法律を法律学的）に解釈しているの

で、結局は、法律が解ってないと理解できないのです。 

   だからこそ、予備校に通う必要があるのです。是非、私の入門講座の門を叩いて下さい。

試験に必要な範囲で必要十分な内容を効率的に解説していきます。 

そして、「百聞は一見に如かず」的講義を展開してまいります。つまり、皆さんの五感を

フルに活用しつつ（左脳と右脳もバランス良く使いながら）、眠くならない講義を展開して

いきます。眠たければ眠っても構いませんが、おそらくそんな暇はないでしょう。 

初のうちは、私の講義に出るだけで十分です。とはいえ、基本的に１日に３時間２コ

マですから、「計６時間の講義を聞くのか、面倒くせえなー。」と思われるかも知れません。

しかし、おそれることなかれ。実は、数年前に私の提案で３時間３コマという世にも恐ろ

しいスーパーハードな入門講座をやったことがあるのですが、挫折した人はあまりいませ

んでした。 

「鉄は熱いうちに打て」と言いますが、受験も同じです。モチベーションの高い１～２

年目のうちに受からないと、長期戦になってしまいます。逆に、モチベーションの高い今

なら、３時間２コマなんて「屁のかっぱ」です。 

なお、 初のうちは、予習は要りません。大体、予習できるほどの知識もないでしょう

し、驚くかも知れませんが、実は、予習好きの人は却って合格が遅いです（遅いだけなら

良いが・・・）。なぜって、予習好きの人は、大体マニアックな人が多いからです。もっと

噛み砕いていうと、余計なことまで勉強して却って裏目に出るということです。そういう

人は、論文答案なんか書かせると効果覿面です。訊いてもいない余計なことを書きたがり

ます。「えーかっこしい」な人は、なかなか受かりません。 

私は、「余計なことは書くな」「解らないことは書くな」とよく言います。これを実践す
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ることには勇気が要ります。なぜなら、全く解らなければ、何も書かない（究極的には０

点）で終わるからです。 

実は、かつての私の受講生で、徹底してこれを守り続けた方がいらっしゃいます。極端

な例ですが、わからないことは絶対書かないのです。ほんとに書かないわけですから、白

紙答案の時も結構ありました。周囲の受験生からは、冷ややかな目で見られていました。

私も不安になって「おい、大丈夫か？」と声をかけたこともあるのですが、その受講生の

返答は「先生は、わからないことは書くな、って言ったでしょ。だから書かないんですよ。」

私自身も責任の一端を感じました。 

しかし、その心配もよそに、その受講生は３回受験で 終合格を果たしました（当時の

３回は短期の部類）。私のアドバイスが間違っていなかったことが立証されたとともに、素

直に言うことを聞くことが如何に重要かということも立証されました。 

知識量が少なくて悪い点をとるのは当たり前です。知識は経時的に増えていくので、訊

かれていることを必要十分な範囲で書けば無理なく合格点をとることができるようになり

ます。 

致命的なのは知識量が極めて豊富なのに良い点が取れないケースです。 

こうなるとなかなか受からなくなるので、そうならないうちにさっさと受かりましょう。 
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⑵ 短答試験対策 

① 条文の正確な理解と暗記 

短答の勉強は、「条文に始まり、条文に終わる」と言っても過言ではありません。 

したがって、条文の正確な理解が必要となるのです。短答試験においては、条文の重

要ポイントを突いてきますが、そのポイントが条文の主語だったり、文末表現だったり

します。これは覚えていなければ正解に至ることができません。 

条文の趣旨に照らすことによって、なぜそういう規定振りとなっているのかを理解す

ることができるものもありますが、どうしても理解できないものも存在します。そのよ

うなものについては、割り切って暗記するのが得策です。実力がついてくると後発的に

理解できることも多いので、あまり心配する必要はありません。 

ということで、次の課題は、どうすれば効率的に暗記することができるかという点で

す。万能薬が存在しない以上、永遠の課題と言ってもよいでしょう。 

結局のところ、受験生それぞれが自分なりに工夫して覚えていくしかないのですが、

効率的に暗記するための一般的手段をいくつか紹介します。 

気に入った曲を替え歌にして、歌で覚えるという手があります。その際注意したいの

は、リズムのゆっくりした曲ではなく、爆風スランプの「ランナー」のようにテンポの

速い曲を選ぶことです。覚えるべき要素を多く盛り込むことができるからです。 

さすがにそういうことまではできないという人は、単純に条文を声に出して読んでそ

れを録音して聞くという手があります。それを繰り返し聞くことによって無意識のうち

に条文が定着します。満員電車や自動車の中でも使える勉強法といえるでしょう。 

また、総則、雑則、登録料等の無味乾燥な分野は、図表等を自分で作成し、視覚的に

理解するのが効果的です。そんなことやっている時間がないという場合でも、宮口クラ

スでは、このような図表等を豊富に盛り込んだ宮口レジメ（略して「宮レジ」）をベース

に講義を進めていくので大丈夫です。 

 

② 過去問はどの程度やればよいのか。 

これについても人それぞれと答えるのが も無難ですが、３回程度は繰り返し勉強し

た方がよいでしょう。 

普通、１回やっただけでは身につきませんので、一定期間をおいて２回目にチャレン

ジします。２回繰り返せば、正解できる問題と正解できない問題とがはっきりしてきま

す。３回目においては、正解できなかった問題のみをピックアップしてやればよいとい

うことになります。もっとも、１つの問題が５枝からなり、すべて分からないというこ

とは滅多にないので、その問題に含まれる５つの枝のうち迷うもののみ解説を見ます。

それでも分からない場合には、条文、基本書等を参照します。いきなり 初から、枝毎

に事細かに勉強している受験生が多いように見受けられますが、そのような勉強法では

なかなか前へ進まず、下手すると１回通すこともできずに試験当日を迎えてしまうこと

になりかねません。仮になんとか１回通すことができても、自分の弱点が分からないま
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ま不確実な知識状態で受験することになるので、同じような問題が出題されてもミスが

続出し、結果的に不合格ということになってしまうのです。 

次に、どの程度掘り下げて勉強すればよいかについて言及します。大抵の場合、その

知識の背景に趣旨（理由付け）が存在するので、趣旨（理由付け）とともに知識を押さ

えておけば大丈夫です。 

もっとも、趣旨（理由付け）がはっきりしない場合もあります。産業財産権法逐条

解説（青本）やその他の基本書に理由付けがないものについては、「理由ははっきりし

ないけれども、そういうものなんだな。そのまま覚えてしまおう」といった一種の割

り切りが必要です。理由付けを明確にしないと気が済まない受験生も中にはいますが、

弁理士でも、特許庁の審査官でも分からないようなことまで追い求めていたのでは、

「木を見て森を見ず」に等しく、いつまで経っても受からないということになりかね

ません。 

ところで、短答用の問題集には科目・分野毎に編集した体系別問題集と、年度毎に編

集した年度別問題集が存在しますが、 初に体系別問題集で基礎固めを行い、その後、

年度別問題集を利用するのがよいでしょう。 初から年度別問題集を使用すると、知識

がばらついてしまい、身につきません。年度別問題集は、それまで勉強したことの 終

確認として試験直前に利用するだけで十分です。 

 

③ 答練や模試の活用 

法改正の少ない時代においては、過去問だけやれば十分に合格水準の実力がついたも

のですが、法改正が頻繁に行われる現在においては、過去問集だけやっていても合格水

準の実力はつきません。 新の法改正事項については過去問が存在しないからです。論

文試験と異なり、短答試験では改正事項を遠慮なく出題してきます。だから改正法対策

が欠かせないのです。そこで、改正法絡みの問題も多く出題する予備校の答練（ＬＥＣ

短答基礎答練、ＬＥＣ短答実戦答練）や模試（短答公開模試）を活用すべきということ

になるのです。 

 

④ 各科目の出題傾向 

(ｲ) 特許法・実用新案法 

20問出題されますが、比較的簡単な問題が多く、努力が反映される科目です。特・

実でどれだけ点数を稼げたか否かで合否が決まるといっても過言ではありません。 

(ﾛ) 意匠法 

10問出題されます。条文が少ない分、知識も少なくて済みます。もっとも、審査基

準レベルの問題も出題されますが、たとえ知らなくとも現場思考で解ける問題も多く、

本来的には十分に満点が狙えるサービス科目です。ただ、ここ 近、いくつあるか問

題が増加しつつあり、満点が狙い難くなっている面もあります。 
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(ﾊ) 商標法 

10問出題され、意匠同様、高得点の狙える科目です。判例を知らないと解けない問

題も出題されますが、いたずらに振りまわされないことが大切です。オーソドックス

に勉強していれば７点以上は取れます。 

(ﾆ) 条約 

全体で 10 問です。その内訳は年によって微妙に変わりますが、 近は、パリ条約

の問題が２問）、ＰＣＴの問題が４問、国際出願法が１問、184シリーズが１問、TRIPs

協定の問題が２問出題されます。 

パリ条約、TRIPs 協定は改正がないので勉強しやすいですが、ＰＣＴは規則が結構

改正され、しかもマニアックな問題も多く出題されるので、努力が反映されにくいと

いえるでしょう。マドプロも改正はないのですが、ここ４年連続で出題されていませ

ん。なお、平成 27 年に日本がジュネーブ改正協定に加入しましたので、今後は、同

協定からの出題も予想されます。 

(ﾎ) 著作権法・不正競争防止法 

全体で10問（著が５問、不が５問）出題されます。正答率はあまり高くありません。

著作権法が足を引っ張るケースが多いからです。著作権法は不正競争防止法に比べ条

文数が多く、的が絞りにくいということも影響しているのかもしれません。かかる観

点からすれば、時間のない場合には、不正競争防止法から優先的に勉強した方が賢明

といえるでしょう。 
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ここで、実際の本試験に触れてみましょう。 

 

H18〔１〕 

甲田三郎は、個人で美容院を営む美容師である。甲田は、いわゆるカリスマ美容師で、需

要層である女性の間では、全国的に、甲田三郎の名を知らない者はいないといわれるほどで

あり、彼女たちには「ダンディ甲田」とも呼ばれているし、甲田三郎も彼の美容院に「ダン

ディ甲田の店」と記した看板を掲げている。また、甲田が得意とする巧妙なヘアカットの手

法は、従来から存在するものではあるが、近年では、世間で「甲田カット」と呼ばれるよう

になった。不正競争防止法上の不正競争に関し、次のうち、 も適切なものは、どれか。 

 

１ 乙川三郎という名前の美容師が「ヘアサロン三郎」という名称で美容院を、開業して営

むことは、不正競争となる。 

２ 市販されているビデオテープや雑誌を見て甲田カットを習得した美容師が、彼の営む美

容院において「甲田カットできます」と書いた貼り紙を掲示することは、不正競争となる。 

３ 甲田三郎がベルトに数多くのフックを縫いつけて、くし、ブラシ、ハサミ、ペンシルな

どをぶらさげているのに目をつけた服飾メーカーが、数多くのフックを縫いつけたベルト

を売り出すことは、不正競争となる。 

４ 甲田三郎のもとで修行したことのある美容師が、彼が開業した美容院のチラシに「甲田

三郎のもとで修行したことがある」と表示することは、不正競争となる。 

５ 化粧品メーカーが、甲田三郎の同意を得ることなしに、女性向けのヘアスプレーに

「Saburo Koda」という商品名を付けて販売することは、不正競争となる。 

 

正解 ５ 

１ × 不２条１項１号、２号 

「ヘアサロン三郎」は、「甲田三郎」「ダンディ甲田」と非類似。 

２ × 不２条１項１号、２号 

「甲田カットできます」に識別力はない。 

３ × 不２条１項１号、２号、３号 

「商品」でもなければ、「商品等表示」でもない。 

４ × 不２条１項１号、２号 

「甲田三郎のもとで修行したことがある」に識別力はない。 

５ ○ 不２条１項１号、２号 

「Saburo Koda」は、「甲田三郎」と類似。 
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⑶ 論文試験必須科目対策 

① 基本知識の習得 

条文ごとの勉強は、短答対策にはなり得ても論文対策にはなりません。単発的な知識

は身につくが、それだけでは体系的な理解に発展しないからです。 

そこで、例えば、「特許を受ける権利」「特許要件」「特許権の効力」「関連意匠制度」

「団体商標制度」といったように、テーマ毎の勉強が必要となります。箪笥の引き出し

のように、テーマ毎に知識を整理しておけば、どんなに複雑な問題が出題されても、必

要な知識を自在に引っ張り出してくることができるからです。 

具体的には、重要テーマ毎に論文答案をまとめたＬＥＣ論文基礎力完成講座テキスト

を活用することによって、論文試験に必要な知識を整理することができます。 

 

② アウトプットの機会を多く設けること 

どんなに知識があっても、普段から書き慣れていなければ本試験で思うように筆が進

まないという事態に陥りかねないので、とにかく書く機会を多く設けることが必要です。 

そのためには、積極的に答練又はゼミに参加することが必要です。 

答練では本試験を意識した事例形式の問題を出題するので、題意把握の訓練の場とし

ても重要です。 

初のうちは、成果がなかなか現れませんが、根気強く書き続けているうちに、成果

は目に見えて現われます。そして、毛色の変わった問題が出されても驚かないようにな

ります。 

復習に関しては、悪い点を取ったときだけ復習すれば十分です。論文は、短答と異な

り、頭と体で学んでおり、いったん確立した実力はなかなか落ちないからです。 

    余力があれば、記載の簡潔性・的確性に磨きをかけるとよいでしょう。自分の言いた

いことを端的に表現できるようになれば時間的節約にもつながるからです。 

 

③ 科目別の勉強法 

(ｲ) 特許法・実用新案法 

２時間で２問出題されます。出願系の問題と、侵害系の問題が各１問出題されます。

平成10年あたりから本格的な事例問題が出題されるようになり、考える時間も考慮す

れば、２時間で２問完璧に書き上げることは容易ではありません。そのため、筆力（書

くスピード）を上げる必要があります。筆力を上げるためにも、答練に積極的に参加

しましょう。 

出願系においては、補正、分割、優先権のほか、記載要件に関する問題がよく出題

されます。 

侵害系においては、被告実施品が特許発明の技術的範囲に属するか否かを検討させ、

原告パターンであれば、差止請求、損害賠償請求等の具体的措置を挙げさせ、被告パ

ターンであれば、積極否認、無効理由の抗弁（特104条の３）や先使用権（特79条）
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等の抗弁を挙げさせる問題が出題されます。 

(ﾛ) 意匠法 

短答同様、要求される知識量は多くありません。１問の中で幅広く訊こうとする問題

が出題されることが多く、狭くて深い知識は必要ありません。むしろ、滞りなく読み進

めるかどうか、つまり、流れの良さで勝負が決まるといっても過言ではありません。 

条文としては、３条、３条の２、４条、９条の頻度が高く、制度に着目すると、部

分意匠制度、関連意匠制度、パリ優先権制度の頻度が高くなっています。 

(ﾊ) 商標法 

意匠法同様、90分１問です。また、時系列を正確に読み取らなければならない長文

の事例問題が出題されることが多く、いきなり答案を書こうとすると失敗します。 

どうすれば失敗しないかといえば、時系列を正しく図示し、題意を正確に把握する

ことです。 

小問⑴で出願の取扱い、小問⑵で商標権を消滅させるための手段、小問⑶で商標権

者の権利行使に対する被告の裁判上の反論を訊いてくる問題が典型的です。 

ということで、長文の事例問題だからといっておそれる必要はありません。講座や

答練を通じて十分勉強していれば殆どその範囲から出題されます。 
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ここで、実際の本試験に触れてみましょう。 

 

［H17 特許法・実用新案法 問Ⅰ］ 

甲及び乙は、化学物質、この化学物質の製造方法及びこの化学物質を用いた空気浄化方法

について、共同で発明をした。この場合に、次の問に答えよ。ただし、以下の問において、

特許出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、外国語書面出願でもなく、国際特許出願でも

ないものとする。 

 

問１ 

 ⑴ 甲又は乙は、単独で特許出願を行うことができるか。根拠とともに述べよ。 

 ⑵ 甲及び乙が共同でした特許出願について、甲又は乙は、単独で出願審査の請求をする

ことができるか。根拠とともに述べよ。 

 ⑶ 甲及び乙が共同でした特許出願について、審査官から拒絶理由の通知を受けた。この

拒絶理由の通知に対して、特許を受けるために特許法上とり得る手段を列挙し、それぞ

れの手段について甲又は乙が単独で行うことができるか否かを根拠とともに述べよ。 

 ⑷ 甲及び乙が共同でした特許出願について、拒絶をすべき旨の査定を受けた。この場合、

甲は、拒絶査定不服審判を請求するために、乙との関係においてどのようにすべきか。

根拠とともに述べよ。 

 

１．問１について 

⑴ 甲又は乙は、単独で特許出願を行うことができるか 

① 結論 

単独で特許出願を行うことはできない。 

② 根拠 

特許を受ける権利は発明者に原始的に帰属するところ（29 条１項柱書）、本問発明はす

べて共同発明であるため、特許を受ける権利は甲乙の共有となり、甲乙共同で出願しなけ

ればならないからである（38条、49条２号、123条１項２号）。 

⑵ 甲又は乙は、単独で出願審査の請求をすることができるか 

① 結論 

単独で出願審査の請求をすることができる。 

② 根拠 

特許法14条は、二以上の者が特許出願等の手続をした後は、全員の不利益になるような

手続を除いて、その後の手続について各人が全員を代表すべき旨を定めているところ、出

願審査請求は14条に掲げられておらず、各人が全員を代表することとなるからである（14

条本文）。 

もっとも、甲と乙のうちの一方を代表者と定めた場合（14条但書）に、他方の者が単独

で出願審査の請求ができるかが問題となるが、この場合であっても、単独で請求できると

解する。審査請求は本来何人もできるからである（48条の３第１項）。 
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⑶ 拒絶理由通知対応手段、及び各対応手段を単独で行えるか否か 

① 意見書の提出（50条） 

(ｲ) 意見書とは、拒絶理由通知に対する反論を記載したり、補正により拒絶理由が解消し

た旨を記載したりする書面をいう。 

(ﾛ) 本手段は利益行為であり、14条にも掲げられていないことから、甲又は乙が単独で行

うことができる。ただし、甲と乙のうちの一方を代表者と定めた場合は、代表者となっ

た者だけが単独で行うことができる（14条但書）。 

② 補正書の提出（17条の２） 

(ｲ) 補正書とは、出願内容を補充・訂正するための書面である。なお、明細書等の補正可

能な範囲は、拒絶理由通知が「 初」か「 後」かによって異なる。 

(ﾛ) 本手段は利益行為であり、14条にも掲げられていないことから、甲又は乙が単独で行

うことができる。ただし、甲と乙のうちの一方を代表者と定めた場合は、代表者となっ

た者だけが単独で行うことができる（14条但書）。 

 ③ 出願の分割（44条） 

(ｲ) 出願の分割とは、複数の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許

出願とすることをいう（44条１項）。 

(ﾛ) 本手段は14条に掲げられていないが、代表者の有無を問わず、単独で行うことはでき

ないと解する。 

原出願と分割出願の間で出願人の同一性が要求されているところ（44 条１項）、共同

出願たる原出願を単独で分割できるとすれば、出願人の同一性が維持できなくなり、共

願義務（38条）違反となるからである（49条２号）。 

⑷ 甲は拒絶査定不服審判を請求するために、乙との関係においてどのようにすべきか 

① 甲は、原則として、代表者の有無を問わず、乙と共同で審判を請求すべきである（132

条３項、14条）。 

拒絶査定の処分を受けたのは甲と乙であり、これに対する審判の審決は、特許を受ける

権利の共有者全員に合一にのみ確定すべきものだからである。 

   共同で請求すべきところ、単独で請求すれば審決をもって却下される（135条）。 

② ただし、乙の持分を全部承継し（33 条１項）、承継があった旨を特許庁長官に届け出れ

ば（34条４項）、甲単独で本審判を請求することができる。 

乙の持分を全部承継し、効力発生要件としての届出を行えば、当該特許出願は甲の単独

出願となるからである。 

問１について以上 
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⑷ 論文試験選択科目対策 

選択免除のない人は、選択科目を受けざるを得ません。その分時間もとられます。 

したがって、出来ることなら、情報処理等の比較的容易に受かる試験に合格して免除を

取得し、余裕をもって必須科目に専念したいところです。 

平成16年度からは、免除者と非免除者との間で格差が生じないようにするための配慮と

して、論文試験必須科目が終わってから２～３週間後に選択科目の試験が実施されるよう

になりました。その結果、必須科目の試験後、選択科目の勉強に専念できるようになった

ものの、免除者が夏休みを満喫している間、試験勉強を行い、試験を受けなければなりま

せん。 

なお、免除狙いではなく、真向勝負を挑む人は、同じ科目を選択する受験仲間を見つけ、

ゼミ形式で自主的に勉強するのがお勧めです。分野によっては、その人の右に出る者はい

ないというぐらいの兵もいますので、そういう人をゼミのリーダーにして運営していくの

がよいでしょう。 

なお、選択免除ではない人も、いったん選択科目で合格すると翌年から選択科目の受験

は不要となり、実質的に選択免除と同様の効果が得られるので、（平成19年度までの）旧

制度に比べると、本来的な選択免除者との格差は少なくなったといえるでしょう。 
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⑸ 口述試験対策 

大の関門である論文試験に突破した人が受験するわけですから、知識や思考力の点で

悩む必要はないでしょう。 

しかし、次ページのデータを見ると分かる様に、年々口述試験は厳しさを増してきてい

ます。短答、論文を突破してきて、「ここで落ちるわけには行かない」という気持ちが強く

なるので、そのプレッシャーたるや、短答試験や論文試験の比ではありません。 

特に普段のコミュニケーションに問題がなければ落ちることはないのですが、やはり口

述試験に特化した対策を講じておくに越したことはありません。 

予備校や弁理士会各派の主催する模擬試験を含め、10回程度の模試を受験することがで

きるので、これらの模試を利用して経験を積めば積むほど大きく成長します。 

対策本としては、ＬＥＣ口述アドヴァンステキストを購入し、これを数回繰り返せば、

本試験の手の内もわかってくるはずです。 

また、ＬＥＣでは口述道場も実施しており、そこで配布される資料も大変役に立ちます。 

その他の注意点として挙げるとすれば、スーツや靴も新調し、身なりを整え凛々しい姿

で受験すること、試験委員から意地の悪い質問を受けても決して歯向かわず、横柄な態度

をとらないようにすることぐらいでしょうか。 
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２．弁理士試験に関するデータ（特許庁ホームページの弁理士試験情報を参考） 

 

 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 

志願者 10494人 10379人 9950人 8735人 7930人 7528人 6216人 

短受験者 9727人 7344人 6582人 6377人 5255人 4734人 4674人 

短合格者 2865人 1411人 899人 1934人 1374人 434人 550人 

短合格率 29.6％ 19.3％ 13.7％ 30.3％ 26.1％ 9.2％ 11.8％ 

論受験者 2806人 3336人 3093人 2988人 2851人 1979人 1263人 

論合格者 601人 944人 822人 715人 837人 490人 358人 

論合格率 21.4％ 27.2％ 25.7％ 22.9％ 28.3％ 23.5％ 27.2％ 

口受験者 648人 1019人 1048人 1006人 1134人 825人 485人 

口合格者 568人 808人 735人 675人 719人 674人 362人 

口合格率 87.7％ 79.3％ 70.1％ 67.1％ 63.4％ 81.7％ 74.6％ 

最終合格者 584人 813人 756人 721人 773人 715人 385人 

最終合格率 5.9％ 8.5％ 8.3％ 9.1％ 10.7％ 10.5％ 6.9％ 

       

 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ 

志願者 5340人 4679人 4352人 3977人 3862人 3401人 3859人 

短受験者 4278人 3586人 3213人 3078人 2895人 2259人 2686人 

短合格者 604人 557人 287人 620人 531人 411人 304人 

短合格率 14.1％ 15.5％ 8.9％ 20.1％ 18.3％ 18.2％ 11.3％ 

論受験者 960人 1103人 917人 1070人 1070人 1039人 805人 

論合格者 248人 288人 229人 259人 278人 263人 211人 

論合格率 24.4％ 25.3％ 24.2％ 23.9％ 25.5％ 25.0％ 25.1％ 

口受験者 330人 312人 254人 268人 295人 282人 215人 

口合格者 309人 293人 250人 252人 282人 278人 194人 

口合格率 93.6％ 93.9％ 98.4％ 94.0％ 95.6％ 98.6％ 90.2％ 

最終合格者 319人 296人 255人 260人 284人 287人 199人 

最終合格率 6.6％ 7.0％ 6.5％ 7.2％ 8.1％ 9.7％ 6.1％ 
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■□ＭＥＭＯ□■ 
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【特許法 第一章 総則】 

条 項 号 内 容 

１   法目的 

   発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に

寄与することを目的とする。 

      保護            利用 

 

           

２   定義 

 １  発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち、高度のもの。 

２  特許発明とは、特許を受けている発明をいう。 

 

３ 

１  物の発明…生産、使用、譲渡等、輸出、輸入、譲渡等の申出 

２  方法の発明…その方法の使用 

３  製法の発明…その方法の使用、 

＋結果物（生産物）の使用、譲渡等、輸出、輸入、譲渡等の申出 

４  プログラム等とは、プログラムその他電子計算機による処理の用に供する情

報であってプログラムに準ずるものをいう。 

３   期間の計算 

 

 

１ １ 初日不算入の原則（翌日起算主義） 

例外：期間が午前０時から始まるとき（例えば、延長期間）。 

２ 2012.8.10の６月後は2013.2.10 

2012.8.30の６月後は2013.2.28 

２  手続期間の末日が行政機関の休日（土曜、日曜、祝日、12/29～1/3の場合）

の場合は、休日明けの日が手続期間の末日となる。 

４   法定期間の延長 

   遠隔・不便の地にある者（参照：審判便覧25－期間） 

…（覚え方）再・料・46-2（じむに）不服ゆえ、 

請求・職権・延長官 

東京都 …伊豆諸島、小笠原諸島 

    石川県 …輪島市海士町(舳倉島) 

    鹿児島県…南西諸島 

    沖縄県 …沖縄本島を除く周辺諸島 

    北海道 …北海道周辺諸島 

延長期間…原則、15日。但し、在外者は60日。 

５   指定期間の延長 

 １  指定期間の延長の主体…特許庁長官、審判長又は審査官 

（延長期間：特…60日、意・商…40日、実６条の２…60日（それ以外は30日）） 

２  指定期日の変更の主体…審判長のみ  （覚え方）番長きーへん 
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６   法人でない社団等の手続をする能力 

 １ １ ・「何人も」できる手続(48-3、123)可 

２ ・延長登録無効審判請求（125-2）可 

３ ・無効審判の確定審決に対する再審請求 

２  ・当事者系の再審請求・被請求可 

７   未成年者、成年被後見人の手続をする能力 

 １  未・成被 by 法代 （ただし、未成年者については例外あり。） 

２  被保   by 保の同意 

３  法代   by 後監の同意 

４  被保・法代は、上記の同意なしに答弁書提出や訂正請求ができる。 

８   在外者（日本国内に住所・居所を有しない者）の特許管理人 

 １  在外者であっても、特許管理人によらずに行える場合が２つ 

      ①在外者が日本に滞在している場合（特施令１条） 

      ②国際特許出願に関し、国内処理基準時まで(184条の11) 

２  特許管理人は一切の手続、審決取消訴訟、行政訴訟につき、本人（在外者）を

代理する。但し、在外者が特管人の代理範囲を制限したときを除く。 

[H23-35-4] 

日本国内に住所又は居所（法人にあっては営業所）を有しない者は、その者

の特許に関する代理人であって日本国内に住所又は居所を有するものの代理

権の範囲を制限することができる。   （Ans）○ 

９   委任代理人の特別授権事項（代理権の範囲） 

   放・取・変・46-2・国優主張・開請・不服・特放・復選任 →特別授権必要 

11   代理権の不消滅（cf．民訴58条（訴訟代理権の不消滅）） 

   委任代理権は、本人の死亡、合併、法定代理人の死亡等によって消滅せず。 

∵代理権を消滅させると、本人の保護にならない場合が少なくないから。 

12   代理人の個別代理 

   代理人複数の場合、うち一人が手続すれば効力が生じる。 

従って、本人が二人以上の代理人の共同代理によってのみ代理されるべき旨

の定めをしても手続上無効である(by青本)。 

13   代理人の改任等 

   １項から４項まで、すべて「特許庁長官又は審判長は、～できる」 

（覚え方）「長」の解任（改任）で、すべて「ｃａｎ」セル。 

14   複数当事者の相互代表 

   ・放・取・変・   国優主張・開請・不服        →単独不可 

・なお、特許権放棄は単独で可能。∵他の共有者に不利益なし。 

・分割出願（44）についてはどうか。→共同で行うべき。∵38条 

・特46-2も同様に共同で行うべき。  
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15   在外者の裁判籍 

   ・特管人がいる場合→特許管理人の住所・居所を財産の所在地とみなす。 

・特管人いない場合→特許庁の所在地（東京）を財産の所在地とみなす。 

16   手続をする能力がない場合の追認 

（本人や法定代理人は追認できるが、保佐人や後見監督人は追認できない。） 

 １  ・未・成被 by  法代or本人（能力取得が条件） 

２  ・無権代理 by  法代or本人（手続能力あることが条件） 

３  ・被保   by 保佐人の同意を得た被保佐人（本人） 

４  ・法代   by 後監人の同意を得た法代or本人（能力取得が条件） 

17   手続の補正 

 １  ・事件が特許庁に係属している場合に限られる。 

２  ・外国語書面・外国語要約書面→補正不可 

３ 

 

 ・長官による補正命令（ｃａｎ） 

１ ・手続が７条１項～３項、又は９条の規定に違反しているとき 

２ ・手続がこの法律等で定める方式に違反しているとき 

３ ・195条１項～３項までの規定により納付すべき手数料を納付しないとき 

４  ・原則  →手続補正書 

・誤訳訂正→誤訳訂正書（17-2②） 

・手数料 →手数料補正書（特許法施行規則の様式15） 

17 
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  願書に添付した明・請・図の補正 

１ 

 

柱 拒理通を受けていない場合 

→特許査定謄本送達前であればいつでも可 

17-2③が要求される。 

 

１ 初の拒絶理由通知応答期間(１号) 17-2③④が要求される。 

 ２ 48-7の通知応答期間(２号) 

３ 後の拒絶理由通知応答期間(３号) 17-2③④⑤⑥が要求される。 

 ４ 拒絶査定不服審判請求時(４号) 

２  誤訳訂正→誤訳訂正書 
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【特許法 第ニ章 特許及び特許出願】 

条 項 号 内 容 

29   特許の要件 

 柱  【産業上利用性】H20-20-(ｲ) 

甲は、「人の白内障の手術方法」である発明イについて特許出願Ａをした。

イが特許法第29条第１項各号に掲げる発明に該当せず、当業者がＡの出願前に

特許法第29条第１項各号に掲げる発明に基づいて容易に発明をすることがで

きたものでもない場合、Ａは同法第29条の規定により拒絶されることはない。 

（Ans）× 

１ １ 【新規性】H20-20-(ﾊ) 

甲は、自らした発明イについて特許出願Ａをしたが、Ａの出願の日前に、大

学の講義の中でイの内容を詳細に解説していた。当該講義に出席していた受講

者は３人であった。この場合、Ａは当該甲の講義により特許法第29条第１項各

号のいずれかに掲げる発明であることを理由として拒絶されることがある。

（Ans）○ 

２ 

３ 

２  【進歩性】H20-20-(ﾆ) 

甲は、部品ａと部品ｂの組合せからなる発明イを自ら発明して、日本国にお

いてにイついて特許出願Ａをした。乙は、南アフリカ共和国において、部品ａ

からなる発明ロを自ら発明した。ロは刊行物Ｘに掲載され、Ｘは同共和国の大

学の図書室にＡの出願の日前に収蔵され公衆に閲覧可能な状態になっていた

が、Ａの出願時までにＸを閲覧した者はいなかった。Ａの出願前において部品

ｂは公知であり、当業者が、部品ａを知っていればこれに部品ｂを組み合わせ

ることを、Ａの出願前において容易に想到することができ、イの奏する効果は

ロの奏する効果と比較して有利なものとはいえなかった場合でも、Ａは特許法

第29条の規定により拒絶されることはない。（Ans）×  
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29 

-2 

 拡大された先願の地位（準公知） 

 

 

 

 

 

 

 

本文 

【いわゆる共倒れパターン】H20-15-5 

甲は、自らした発明イについて雑誌に発表した後、発明イについて発明の新

規性の喪失の例外(特許法第30条)の規定の適用を受けた特許出願Ａをした。乙

は、自らした発明イについて甲の雑誌の発表の日後Ａの出願の日前に特許出願

Ｂをした。この場合、Ｂについて出願公開がされても、Ａは、Ｂをいわゆる拡

大された範囲の先願として同法第29条の２の規定により拒絶されることも、Ｂ

を先願として同法第39条の規定により拒絶されることもない。 

           甲    乙    （Ans）× 

          発明イ→←発明イ 

       雑誌に発表イ→ 

              ←Ｂ(イ) 

       Ａ(イ)with30→ 

              ←出願公開 

      29条の２で拒絶←→29条１項３号で拒絶（先願の地位喪失） 

                         

括弧書 発明者同一の場合には、適用なし。 

但書 後の特許出願時に出願人同一の場合には、適用なし。 

30   新規性喪失の例外 

   １項～３項いずれも、公知日から１年以内に出願すべき。 

１  意に反する公知（→30条３項の手続不要） 

２  特許を受ける権利を有する者の行為に起因する公知（公報発行を除く） 

３  その旨→同時に    証明書→出願日から30日以内。 

４  不責事由ある場合の追完（14日（２月）６月）ver. 

 

 

 

 

 

参考図 

 甲    乙             甲    乙  

 

発明イ→               発明イ→ 

 

移転イ→         発表イ→ 

 

発表イ→               移転イ→ 

     

     ←出願イ               ←出願イwith30条３項 

 

 30条１項の図             30条２項の図 
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【刑事罰のまとめ】 

 

 特 実 意 商 両罰 

 

侵害罪 

（㊤直接侵害）

（㊦間接侵害）

10(併) 

(３億) 

５(併) 

(３億) 

10(併) 

(３億) 

10(併) 

(３億) 
○ 

５(併) 

(３億) 

５(併) 

(３億) 

５(併) 

(３億) 

５(併) 

(３億) 
○ 

詐欺罪 
３ 

(１億) 

１ 

(0.3億) 

１ 

(0.3億) 

３ 

(１億) 
○ 

虚表罪 
３ 

(１億) 

１ 

(0.3億) 

１ 

(0.3億) 

３ 

(１億) 
○ 

偽証罪 ３月～10年の懲役 × 

秘密漏洩盗用罪 １年以下・50万以下 × × 

秘保命違反罪 
５（併） 

(３億) 

○ 

 

 

 



22 ● 一発合格を実現！短期合格法を伝授 

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 

【問題別正答率】 

 

科目 問題番号 正解枝 形式
選択枝 

正答率 
枝１ 枝２ 枝３ 枝４ 枝５

特
許
・
実
用
新
案 

１ 3 組 19.0 7.0 53.5 10.2 10.2 53.5 

２ 3 い 3.0 20.9 57.3 17.3 1.5 57.3 

３ 3 い 6.1 28.7 51.2 12.9 1.1 51.2 

４ 4 五 8.5 12.7 3.6 72.1 3.0 72.1 

５ 2 い 17.8 62.4 16.7 2.3 0.8 62.4 

６ 1 穴 98.5 0.2 0.6 0.2 0.6 98.5 

７ 1 五 64.1 16.9 7.2 1.1 10.6 64.1 

８ 5 い 17.6 5.1 2.8 0.4 74.0 74.0 

９ 5 五 4.4 4.6 4.6 4.7 81.8 81.8 

10 5 五 2.8 2.1 1.1 1.7 92.2 92.2 

11 4 い 8.2 20.3 29.4 38.0 4.2 38.0 

12 4 い 1.9 14.8 32.1 50.3 0.9 50.3 

13 4 五 12.7 22.0 17.6 40.6 7.0 40.6 

14 2 組 26.4 38.1 7.2 3.4 24.9 38.1 

15 3 い 11.6 29.4 43.8 12.5 2.7 43.8 

16 2 い 16.1 66.0 13.7 2.5 1.7 66.0 

17 4 組 1.5 4.4 17.6 47.2 29.2 47.2 

18 5 い 30.6 16.9 6.1 1.7 44.8 44.8 

19 3 五 8.9 4.6 70.2 7.6 8.7 70.2 

20 3 い 3.8 20.9 65.7 9.1 0.6 65.7 

意
匠 

１ 4 五 7.4 8.5 18.6 61.3 4.2 61.3 

２ 4 五 8.9 19.5 5.3 52.9 13.3 52.9 

３ 5 五 17.3 7.4 4.6 5.5 65.3 65.3 

４ 2 い 17.3 42.9 27.9 9.5 2.5 42.9 

５ 3 五 17.3 3.6 50.3 20.1 8.7 50.3 

６ 2 五 4.7 85.8 4.9 0.4 4.2 85.8 

７ 5 五 4.6 15.4 10.6 4.6 64.9 64.9 

８ 5 五 4.4 2.5 7.2 4.2 81.8 81.8 

９ 1 い 39.1 30.2 15.7 5.5 9.5 39.1 

10 1 五 85.4 2.7 2.1 3.2 6.6 85.4 
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科目 問題番号 正解枝 形式 
選択枝 

正答率 
枝１ 枝２ 枝３ 枝４ 枝５ 

商
標 

１ 5 五 7.6 1.3 7.4 31.7 52.0 52.0 

２ 3 五 16.3 4.4 48.4 21.4 9.5 48.4 

３ 4 五 4.2 3.8 17.8 64.5 9.7 64.5 

４ 2 い 11.4 41.2 36.1 10.1 1.3 41.2 

５ 1 い 26.8 48.0 18.2 5.7 1.3 26.8 

６ 4 い 4.6 16.3 30.0 39.7 9.5 39.7 

７ 2 五 4.9 51.8 8.0 33.6 1.7 51.8 

８ 3 い 10.1 27.9 39.1 17.5 5.5 39.1 

９ 5 五 33.0 9.1 1.9 6.1 49.9 49.9 

10 3 い 20.9 42.7 25.8 9.1 1.5 25.8 

条
約 

１ 3 五 15.6 9.5 62.4 2.5 10.1 62.4 

２ 2 い 33.4 37.0 14.8 2.1 12.7 37.0 

３ 3 い 20.5 33.8 31.7 8.5 5.5 31.7 

４ 2 五 6.5 78.9 3.8 6.6 4.2 78.9 

５ 2 五 6.8 48.2 7.8 30.2 7.0 48.2 

６ 5 五 5.3 6.5 3.6 3.4 81.2 81.2 

７ 3 い 18.0 34.7 40.0 3.4 3.8 40.0 

８ 1 い 45.5 16.7 5.1 0.9 31.7 45.5 

９ 2 五 6.3 73.1 13.7 5.5 1.5 73.1 

10 5 五 4.6 8.2 7.6 8.5 71.2 71.2 

著
作
権
法
・
不
正
競
争
防
止
法 

１ 1 五 89.2 0.9 4.6 3.4 1.9 89.2 

２ 4 五 2.3 1.7 1.3 89.6 5.1 89.6 

３ 3 五 2.8 8.3 76.9 6.3 5.7 76.9 

４ 1 五 70.0 5.7 3.6 10.6 10.1 70.0 

５ 4 五 2.3 14.4 4.6 77.4 1.3 77.4 

６ 2 五 15.7 69.3 6.5 2.7 5.9 69.3 

７ 4 五 0.9 0.4 2.1 94.5 2.1 94.5 

８ 1 五 72.5 3.2 4.6 13.1 6.6 72.5 

９ 4 五 7.2 4.0 4.7 72.9 11.2 72.9 

10 2 五 10.6 75.0 3.6 7.6 3.2 75.0 
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平成１１年（ワ）第１８０８号 損害賠償請求事件 

 

口頭弁論終結の日 平成１６年４月２７日 

 

判    決 

原    告       株式会社ゴール 

訴訟代理人弁護士     隅田勝巳 

補佐人弁理士       玉利冨二郎 

被    告       美和ロック株式会社 

訴訟代理人弁護士     黒川辰男 

同            熊谷秀紀 

同            小杉丈夫 

同            内田公志 

同            鮫島正洋 

同            内山美穂子 

補佐人弁理士       飯田岳雄 

同            宮口 聡 

 

主    文 

原告の請求を棄却する。 

訴訟費用は原告の負担とする。 

 

事実及び理由 

第１ 請求 

被告は、原告に対し、金１億０９８７万３６３６円及びこれに対する平成１１年３月４日

（本件訴状送達の日の翌日）から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

第２ 事案の概要 

本件は、扉錠に関する実用新案権を有していた原告が、被告が製造販売した錠ケースが、

販売先のサッシメーカーで受部材及び規制部材と組み合わせて用いられ、もって原告の上記

実用新案に係る物品の製造にのみ用いられたから、被告による上記錠ケースの製造販売は、

原告の上記実用新案権の間接侵害に当たると主張して、損害賠償（予備的に不当利得返還）

を求めた事案である。 

１ 前提となる事実（当事者間に争いのない事実は証拠を掲記しない。） 

(1) 原告は、下記の実用新案権を存続期間満了まで有していた（この実用新案権を以下「本件

実用新案権」という。）。 
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考案の名称   扉錠 

出願日     昭和５８年１１月９日 

出願番号    実願昭５８－１７３８８４号 

出願公告日   平成３年８月２０日 

出願公告番号  実公平３－３９５８５号 

登録日     平成４年９月９日 

登録番号    第１９２８９２６号 

登録当初の実用新案登録請求の範囲は、別紙実用新案公報（甲第２号証）の該当欄記載の

とおり。 

訂正審判請求日 平成１４年１２月１日 

審判番号    訂正２００２－３９２５８号 

審決日     平成１５年３月６日 

上記審決によって認められた訂正後の実用新案登録請求の範囲（これに記載された考案を

以下「本件訂正考案」という。）は、別紙訂正明細書（甲第４５号証添付）の該当欄記載のと

おり。 

(2) 本件訂正考案の構成要件は、次のとおり分説される。 

Ａ  本施錠用の受孔３２を形成した受部材３０と、用心錠用の係合孔４１を形成した規制

部材３５と、２段階に突出できる錠杆３を出没自在に嵌装した錠ケース１とを備え、 

Ｂ  前記錠杆３の 小突出時にはその係止部３ａを規制部材３５の用心錠用の係合孔４１

に係合して扉の一定角度の開放を可能とし、錠杆３の 大突出時には受部材３０の本施

錠用の受孔３２に係合して本施錠されるようにした扉錠において、 

Ｃ  前記受部材３０は、扉枠ロの正面側の前部から後部に向けて埋設するとともに、前面

には閉扉時に規制部材３５の全部を収納する収納凹部３１を、下部には錠杆３の係止部

３ａ係合用の前記受孔３２を形成し、 

Ｄ１ 規制部材３５は、上端部を受部材３０に枢支するとともに下端部に前記係合孔４１を

形成し、 

Ｄ２ 更に、規制部材３５は、枢軸３６で受部材３０に枢着した第１部材３５ａと、該第１

部材３５ａに摺動自在とした第２部材３５ｂと、第２部材３５ｂと前記枢軸３６間に取

付けて第２部材３５ｂを常時第１部材３５ａと第２部材３５ｂとが互に一体化される方

向に付勢するようにしたばね４０とからなり、 

Ｄ３ 又は、規制部材３５の上端を取着した枢軸４９を受部材３０の上端部に穿った摺動長

孔４８に摺動自在に挿通するとともに、規制部材３５を閉鎖位置に復帰させるように付

勢したバネ５１を備えてなり、 

Ｅ  錠ケース１は扉イの正面側の前部から後部に向けて埋設してなることを特徴とする扉

錠 
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(3) 被告は、別紙イ号第二物件目録(1)及び(2)の各添付図面に記載の錠ケース（検甲第２号証

及び検乙第２号証の２のうちの各錠ケース。この錠ケースを以下「イ号第二錠ケース」とい

う。）を製造し、これをサッシメーカーであるトステム株式会社に対して販売した。 

本件実用新案の出願公告日である平成３年８月２０日から、権利期間満了日である平成１

０年１１月９日までの間に、被告が販売したイ号第二錠ケースの個数は合計１１万９０２７

個である。 

イ号第二錠ケースを購入したトステム株式会社は、これをリョービ株式会社等から購入し

た受部材及び規制部材と組み合わせて（ただし、組み合わせた受部材及び規制部材の形状に

ついては、後記のとおり当事者間に争いがある。）、トステム株式会社が製造販売する玄関ド

アである「ポルト」シリーズ等の扉錠として販売していた（扉及び扉枠に取り付けられたイ

号第二錠ケース並びに上記受部材及び規制部材を組み合わせたものを、以下「イ号第二物件」

という。）。 

イ号第二物件は、少なくとも、本件訂正考案の構成要件Ａ、Ｂ、Ｃのうち「前記受部材３

０は・・・、下部には錠杆３の係止部３ａ係合用の前記受孔３２を形成し」の部分、Ｄ１及

びＤ３並びにＥをいずれも充足する。 

(4) 被告は、別紙イ号第三物件目録記載の物件のうち、錠ケース（検甲第３号証のうちの錠ケ

ース。この錠ケースを以下「イ号第三錠ケース」という。）を製造し、これをサッシメーカー

であるＹＫＫアーキテクチュラルプロダクツ株式会社（以下「ＹＫＫａｐ社」という。）ない

しその関連会社に対して販売した。 

本件実用新案の出願公告日である平成３年８月２０日から、権利期間満了日である平成１０

年１１月９日までの間に、被告が販売したイ号第三錠ケースの個数は合計８８５２個である。 

イ号第三錠ケースを購入した上記サッシメーカーは、これを原告から購入した受部材及び

規制部材（検甲第３号証のうちの受部材及び規制部材）と組み合わせて、上記サッシメーカ

ーが販売する玄関ドアである「アプローズⅡ」シリーズ等の扉錠（検甲第３号証）として販

売していた（扉及び扉枠に取り付けられたイ号第三錠ケース並びに上記受部材及び規制部材

を組み合わせたものを、以下「イ号第三物件」という。）。 

イ号第三物件は、本件訂正考案の構成要件のうち、構成要件Ｄ３以外のものをすべて充足

するものであり、本件訂正考案の技術的範囲に属する。 

２ 争点及び当事者の主張 

(1) イ号第二物件の受部材及び規制部材の形状 

〔原告の主張〕 

ア 平成１６年４月２０日受付原告準備書面（２８）及び同月２３日受付イ号第二物件目録

の訂正申立書以前の主張 

イ号第二物件の受部材及び規制部材の形状は、別紙イ号第二物件目録(1)添付図面記載の

とおりであり（この受部材を以下「イ号第二受部材(1)」という。）、検甲第２号証のうちの

受部材及び規制部材がこれである。 
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イ 平成１６年４月２０日受付原告準備書面（２８）及び同月２３日受付イ号第二物件目録

の訂正申立書の主張 

イ号第二物件の受部材及び規制部材の形状は、別紙イ号第二物件目録(2)添付図面記載の

とおりであり、このうち図１ないし６記載の受部材及び規制部材（この受部材を以下「イ

号第二受部材Ａ」という。）並びに前面カバーが検甲第５号証であり、図７ないし１１記載

の受部材及び規制部材（この受部材を以下「以下イ号第二受部材Ｂ」という。）が検甲第６

号証である。原告が今般入手した現物（検甲第５、第６号証）により、イ号第二物件の受

部材には実際は「前面カバー」が装着されていることが明瞭になったので、従前の別紙イ

号第二物件目録(1)を同(2)に訂正するものである。 

〔被告の主張〕 

ア 上記原告の主張アは認める。ただし、検乙第２号証の１のうちの受部材及び規制部材も

イ号第二物件の受部材及び規制部材である。 

イ 上記原告の主張イは、時機に後れた主張であるから却下されるべきである。 

なお、イ号第二受部材Ａに関しては、原告自身、その提出に係る甲第５０号証の立証趣

旨として、「イ号第二物件のカバー部材（飾り板）は受部材を構成する部材ではなく、扉枠

（サッシ）を構成するサッシ部材である点などを立証するため。」と説明していた（平成１

６年３月１２日付証拠説明書）。 

(2) イ号第二物件の受部材は構成要件Ｃを充足するか。 

ア 「受部材は、扉枠の正面側の前部から後部に向けて埋設する」について 

〔原告の主張〕 

イ号第二物件の受部材は、扉枠の室外側から室内側に向けて挿入するものであるとして

も、取り付けられ使用される状態では扉枠の正面側（扉と扉枠が合わさる面）の前部から

後部に向けて埋設された状態と同じ状態である。 

本件訂正考案の構成要件Ｃの、「扉枠ロの正面側の前部から後部に向けて埋設する」とは、

扉枠に対する受部材の埋設範囲を示すものであり、この構成要素には経時的要素はなく方

法的記載ではない。仮に方法的記載であるとしても、実用新案の保護対象は物品の形態に

係る考案であるから、方法的記載は構成要件から除外して技術的範囲を決めるべきである。 

したがって、イ号第二物件の受部材は、本件訂正考案の構成要件Ｃのうち、「受部材は、

扉枠の正面側の前部から後部に向けて埋設する」を充足する。 

〔被告の主張〕 

(ｱ) イ号第二物件の受部材は、扉枠の室外側から室内側に向けて埋設されており、扉枠の

正面側の前部から後部に向けて埋設されていない。 

本件訂正考案の構成要件Ｃは、受部材を「埋設する」という方法的な表現であり、受

部材が「埋設される」という結果的、受動的な表現を用いているものではないから、取

り付けられ使用される状態が同じであるからといって、上記構成要件Ｃを充足するもの

とはならない。原告は、方法的記載は構成要件から除外して技術的範囲を決めるべきで

あると主張するが、実用新案登録請求の範囲に記載した文言について構成要件から除外
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することは実用新案法の規定に反する。 

しかも、受部材を扉枠の横側から挿入するのと、扉枠の正面側の前部から埋設するのと

では、規制部材が前部側にぐらつくか否かという点で結果として得られる状態も異なる。 

したがって、イ号第二物件の受部材は、本件訂正考案の構成要件Ｃを充足しない。 

(ｲ) 仮に、イ号第二物件の受部材及び規制部材の形状が、上記(1)の原告の主張イのとお

りであるとすると、イ号第二受部材Ａに関しては、そのうち前面カバーの部分は扉枠に

埋設されないから、この受部材は、やはり本件訂正考案の構成要件Ｃを充足しない。 

イ 「受部材は、…前面には閉扉時に規制部材の全部を収納する収納凹部を…形成し」につ

いて 

〔原告の主張〕 

(ｱ) イ号第二物件の受部材及び規制部材の形状は、上記(1)の原告の主張イのとおりであ

るところ、このうちイ号第二受部材Ａにおいては、前面カバーを取り外した状態におい

ては、規制部材の係合孔近辺は受部材の収納凹部より外方へ突出しているものの、前面

カバーを取り付けた状態においては、受部材と前面カバーとで収納凹部が形成され、閉

扉時にはここに規制部材の全部が収納され、イ号第二受部材Ｂにおいては、閉扉時に、

受部材の前面に形成された収納凹部に規制部材の全部が収納される。 

したがって、イ号第二物件の受部材は、本件訂正考案の構成要件Ｃのうち、「受部材

は、・・・前面には閉扉時に規制部材の全部を収納する収納凹部を・・・形成し」を充足

する。 

(ｲ) なお、イ号第二受部材Ａにおいて、前面カバーを設け、その取り外し時に規制部材の

下端部の係合孔周辺が受部材の収納凹部より外方へ突出するようにしたのは、本件訂正

考案の技術的範囲から逃れるためにしたものである。 

〔被告の主張〕 

イ号第二物件の受部材及び規制部材の形状は、上記(1)の被告の主張アのとおりであると

ころ、規制部材の下端部の係合孔周辺は受部材の収納凹部に収納されていない。すなわち、

受部材に形成された収納凹部は、閉扉時に規制部材の全部を収納するものではない。した

がって、イ号第二物件の受部材は、本件訂正考案の構成要件Ｃを充足しない。 

(3) イ号第二及び第三錠ケースは本件実用新案に係る物品の製造にのみ使用する物か（間接侵

害の成否） 

ア イ号第二及び第三錠ケース双方について 

〔原告の主張〕 

イ号第二及び第三錠ケースは、サッシメーカーにおいて、イ号第二及び第三物件のそれ

ぞれ対応する受部材及び規制部材とのみ組み合わされて販売されていたものであり、それ

ぞれ対応する受部材及び規制部材の専用品であって、被告主張のような規制部材と組み合

わされたことはない。 

被告が後記(ｱ)で主張する各公報記載の受部材及び規制部材は、実用上種々の問題点があ

り、商業的、経済的に採用し難く実用に向かない。 
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また、被告が後記(ｲ)で主張する「ドアマン ロックンロック」における錠ケース並びに

受部材及び規制部材と、イ号第二及び第三物件における錠ケース並びに受部材及び規制部

材とは構成が全く異なる。 

したがって、イ号第二及び第三錠ケースは、いずれも、本件実用新案に係る物品の製造

にのみ使用される物であった。 

〔被告の主張〕 

(ｱ) イ号第二及び第三錠ケースは、いずれも、乙８号証の１の昭和５６年４月３０日付特

許願添付明細書、実公昭６１－３４４７１号実用新案公報（乙第５０号証）、実開昭６０

－１０４５５６号公開実用新案公報のマイクロフィルム（乙第５１号証）及び実公平１

－２２０６２号実用新案公報（乙第５２号証）にそれぞれ記載された規制部材のいずれ

とも組み合わせて用いることが可能なものであり、これらの規制部材はいずれも実用性

を有するところ、これらの規制部材と組み合わせて用いたときには、本件訂正考案を実

施するものとはならない。 

このように、イ号第二及び第三錠ケースは、いずれも、社会通念上経済的、商業的、

実用的な他用途を有するものである汎用品であり、本件実用新案に係る物品の製造にの

み使用する物ではないから、これらの製造販売は本件実用新案権の間接侵害には当たら

ない。 

(ｲ) イ号第二及び第三錠ケースは、いずれも、リョービ株式会社製の扉錠である「ドアマ

ン ロックンロック」（昭和６３年６月ころ発行の同社カタログである乙第５６号証に掲

載）に適用可能であるところ、上記扉錠は、本件訂正考案を実施する物ではない。 

このように、イ号第二及び第三錠ケースは、いずれも、社会通念上経済的、商業的、

実用的な他用途を有する汎用品であり、本件実用新案に係る物品の製造にのみ使用する

物ではないから、これらの製造販売は本件実用新案権の間接侵害には当たらない。 

イ イ号第二錠ケースについて 

〔原告の主張〕 

被告が後記のとおり主張する「ポルトＮＸ」シリーズにおいても、受部材は扉枠に埋設

されているから、本件訂正考案の構成要件Ｃを充足する。 

したがって、イ号第二錠ケースは、本件実用新案に係る物品の製造にのみ使用される物

であったというべきである。 

〔被告の主張〕 

イ号第二物件が取り付けられた玄関ドアである「ポルト」シリーズは、平成１０年１月

１日から「ポルトＮＸ」シリーズにモデルチェンジされたところ、「ポルトＮＸ」シリーズ

においては、受部材は扉枠に埋設されず、扉枠の正面側の前部に面付けされている。した

がって、「ポルトＮＸ」シリーズにおいては、イ号第二物件の受部材は本件訂正考案の構成

要件Ｃを充足しない。 

よって、同日以降、イ号第二錠ケースは本件実用新案に係る物品の製造にのみ使用する

物ではなくなったのであるから、同日以降のイ号第二錠ケースの製造販売は本件実用新案
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権の間接侵害には当たらない。 

ウ イ号第三錠ケースについて 

〔原告の主張〕 

イ号第三錠ケースは、イ号第三物件の製造にのみ用いられる物であった。 

仮に、被告の後記主張のように、イ号第三錠ケースが、イ号第二物件の受部材及び規制

部材と組み合わせて用いることができる物であるとしても、上記(2)ア、イ及び上記イの原

告の主張のとおり、イ号第二物件の受部材は本件訂正考案の構成要件Ｃを充足するもので

あるから、イ号第三錠ケースが本件実用新案に係る物品の製造にのみ使用する物であり、

その製造販売が本件実用新案権の間接侵害に当たることに変わりはない。 

〔被告の主張〕 

(ｱ) イ号第三錠ケースは、イ号第二錠ケースと同一であり、現にイ号第二物件の受部材及

び規制部材と組み合わせて用いることができる。 

ところで、上記(2)ア、イの被告の主張のとおり、イ号第二物件の受部材は本件訂正考

案の構成要件Ｃを充足しない。 

そして、イ号第二物件は、イ号第三錠ケースの製造販売を開始した平成８年よりも前

である平成３年から販売されていたのであるから、イ号第三錠ケースは、その製造販売

の当初から経済的、商業的、実用的な他の用途が存在した。 

したがって、イ号第三錠ケースは、本件実用新案に係る物品の製造にのみ使用する物

ではないから、その製造販売は本件実用新案権の間接侵害には当たらない。 

(ｲ) イ号第三錠ケースは、イ号第二錠ケースと同一であり、現にイ号第二物件の受部材及

び規制部材と組み合わせて用いることができる。 

ところで、上記イの被告の主張のとおり、「ポルトＮＸ」シリーズにおいては、イ号第

二物件の受部材は本件訂正考案の構成要件Ｃを充足しない。 

したがって、イ号第三錠ケースは、「ポルトＮＸ」シリーズが製造販売された平成１０

年１月１日以降、本件実用新案に係る物品の製造にのみ使用する物ではなくなったもの

であり、同日以降のイ号第三錠ケースの製造販売は本件実用新案権の間接侵害には当た

らない。 

(4) 訂正後の本件実用新案権に基づく権利主張は時機に後れた攻撃防御方法の提出に当たるか。 

〔被告の主張〕 

原告による本件実用新案権に係る訂正審判請求は、本件実用新案権の無効審決に対する審

決取消訴訟の提起後１０月余り経過後に行われているところ、このような訂正審判請求自体

が審理遅延行為であるから、訂正後の実用新案登録請求の範囲に基づく権利主張は、時機に

後れた攻撃防御方法の提出であり、却下されるべきである。 

〔原告の主張〕 

争う。 
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(5) 本件実用新案登録に無効理由が存在することが明らかか（権利濫用の抗弁） 

〔被告の主張〕 

本件訂正考案は、いずれも本件実用新案登録出願の前に頒布された特開昭５７－１８０７６

９号公開特許公報（乙第５８号証）、特公昭４５－３３５８４号特許公報（乙第１０号証）、実

開昭５２－１４４９９３号公開実用新案公報（乙第５９号証）、実公昭５１－２１５７号実用

新案公報（乙６０号証）及び特開昭５６－１３９３７４号公開特許公報（乙第６１号証）にそ

れぞれ記載された技術を組み合わせれば、当業者であれば極めて容易に考案することができた

ものであるから、進歩性を欠くものであり、登録無効理由を有することが明らかである。 

このように、登録無効理由を有することが明らかである本件実用新案権に基づく権利行使

は、権利の濫用であって許されない。 

〔原告の主張〕 

否認ないし争う。 

(6) 損害額 

〔原告の主張〕 

実用新案法２９条１項、２項及び３項の規定により算出した損害額のうち も高いものを

損害として賠償を請求する。 

なお、本件実用新案の出願公告日である平成３年８月２０日から権利期間満了日である平

成１０年１１月９日までの間に、被告が販売したイ号第二錠ケースの個数は合計１１万９０

２７個であり、イ号第三錠ケースの個数は合計８８５２個である（前提となる事実(3)、(4)）。 

ア 実用新案法２９条１項による計算 

原告の本件訂正考案の実施品である扉錠のうち、錠ケースについての１個当たりの平均

利益額は８５９．２円である。 

したがって、被告がイ号第二錠ケースを販売したことによって原告が被った損害は、１

億０２２６万７９９８円（859.2×119,027）であり、被告がイ号第三錠ケースを販売した

ことによって原告が被った損害は、７６０万５６３８円（859.2×8,852）であり、これら

を合算すると、１億０９８７万３６３６円となる。 

イ 実用新案法２９条２項による計算 

イ号第二、第三錠ケースは、原告の本件訂正考案の実施品である扉錠のうちの錠ケース

と同一の材料を使用していることから製造原価はほぼ同一であり、販売先や販売方法等も

原告と同様であるから、被告の錠ケース１個当たりの利益額も原告とほぼ同額と推定され

る。よって、被告がイ号第二、第三錠ケースを販売したことによって得た利益額は、１個

当たり８５９．２円である。 

したがって、被告がイ号第二錠ケースを販売したことによって原告が被った損害は、１

億０２２６万７９９８円（859.2×119,027）であり、被告がイ号第三錠ケースを販売した

ことによって原告が被った損害は、７６０万５６３８円（859.2×8,852）であり、これら

を合算すると、１億０９８７万３６３６円となる。 
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ウ 実用新案法２９条３項による計算 

イ号第二、第三錠ケースの販売単価は、原告の本件考案の実施品である 

扉錠のうちの錠ケースの販売単価が２８２０円であるから、これと同額として計算すべ

きであり、実施料率は売上高の１０パーセントとするのが相当である。したがって、被告

がイ号第二錠ケースを販売したことによって原告が被った損害は、３３５６万５６１４円

（2,820×119,027×0.1）であり、被告がイ号第三錠ケースを販売したことによって原告

が被った損害は、２４９万６２６４円（2,820×8,852×0.1）であり、これらを合算する

と、３６０６万１８７８円となる。 

〔被告の主張〕 

ア 実用新案法２９条１項による計算について 

実用新案法２９条１項は、間接侵害の事案には適用することができないというべきであ

るし、実用新案法改正による同項新設前の行為に遡及して適用されるべきではない。 

仮にこれが適用されるとしても、原告の本件訂正考案の実施品である扉錠のうち、錠ケ

ースについての１個当たりの平均利益額についての原告の主張は不自然でかつ過大であり、

立証もされていない。 

イ 実用新案法２９条２項による計算について 

被告は、イ号第二、第三錠ケースの販売によって利益を得ておらず、むしろ損失が生じ

ている。したがって、実用新案法２９条２項による計算では、損害は０円となる。 

ウ 実用新案法２９条３項による計算について 

原告が主張する錠ケースの販売単価は不自然でかつ過大であるから、損害の計算にこれ

を用いることはできない。また、実施料率としては売上高の1.5％が相当である。 

(7) 消滅時効の成否 

〔被告の主張〕 

本件訴えの提起は平成１１年２月２３日にされているところ、遅くともその３年前である

平成８年２月２３日までに、原告は被告がイ号第二及び第三錠ケースを製造販売しているこ

とを知っていた。したがって、平成８年２月２２日以前の損害に係る原告の損害賠償請求権

は時効により消滅している。被告はこれを援用する。 

すなわち、トステム株式会社の平成５年１２月１日発行のカタログ（乙第３４号証）及び

平成７年７月１日発行のカタログ（乙第２０号証）の「ポルト」シリーズの頁には、原告製

品とイ号第二錠ケースの鍵穴部分が並べて掲載されているところ、両者は鍵穴の位置の違い

から一見して区別することができる。トステム株式会社に製品を納入していた原告は、これ

らのカタログを入手して記載を確認していたはずであり、これにより、原告は、被告による

イ号第二錠ケースの製造販売の事実を平成８年２月２２日以前に知っていたはずである。 

また、原告は、平成６年から、ＹＫＫａｐ社ないしその関連会社に対して、本件訂正考案

の実施品である錠ケースと受部材のセット品を販売できなくなり、受部材しか販売できなく

なったと主張するのであるから、原告は、そのころ、他社による同種錠ケースの製造販売の

事実と被告の存在を知っていたはずである。原告のＹＫＫａｐ社ないしその関連会社に対す
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る受部材の販売数量は、平成７年には平成６年の約１０倍に達していたとのことであるから、

遅くとも、平成７年中には原告は上記事実を知っていたはずである。さらに、ＹＫＫａｐ社

の平成７年８月発行の「アプローズⅡ」のカタログ（乙第３５号証）にも、原告製品とイ号

第三錠ケースの鍵穴部分が同頁に掲載されており、両者は鍵穴の位置の違いから一見して区

別することができるから、ＹＫＫａｐ社ないしその関連会社に製品を納入していた原告は、

このカタログを入手して記載を確認していたはずである。したがって、原告は、被告による

イ号第二錠ケースの製造販売の事実を平成８年２月２２日以前に知っていたはずである。 

〔原告の主張〕 

原告は、被告に対し、平成８年７月２６日、本件実用新案権を侵害している旨の通告書（甲

第２８号証）を発送しているところ、原告が被告によるイ号第二、第三錠ケースの製造販売

が本件実用新案権を侵害するものであることを知ったのはその直前である。 

したがって、原告の損害賠償請求権は時効により消滅していない。 

(8) 不当利得の額（予備的請求原因） 

〔原告の主張〕 

仮に、上記(7)の被告の主張のとおり、平成８年２月２２日以前の損害賠償請求権が時効に

より消滅しているとすれば、原告は被告に対し、イ号第二、第三錠ケースを製造販売したこ

とによる実施料相当額の不当利得の返還を請求する。 

すなわち、被告は、原告の許諾を得ずに、本件訂正考案の技術的範囲に属するイ号第二、

第三錠ケースを製造販売したものであり、原告に支払うべき実施料の支払を免れて同額の利

得を得たものである。そして、実施料率は上記(6)の原告の主張ウと同様に、売上高の１０パ

ーセントが相当である。 

〔被告の主張〕 

実施料率としては、上記(6)の被告の主張ウと同様に、売上高の1.5％が相当である。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 争点(1)及び争点(2)イについて判断する。 

(1) イ号第二受部材Ａについて 

ア 被告は、争点(1)についての原告の主張イが、時機に後れた主張であるから却下されるべ

きである旨主張するが、原告のこの主張によって訴訟の完結が遅延したとは認められない

から、被告の上記主張は採用できない。そこで、原告がイ号第二受部材Ａとして主張する

ように、受部材に前面カバーが付されて用いられていたかについて検討する。 

検甲第２号証、第５号証、乙第１６号証、乙第３７号証の４、検乙第２号証の１によれ

ば、検甲第５号証の受部材には、樹脂製の前面カバーが付されていること、検乙第２号証

の１のうちの受部材は、ナイロン樹脂製の前面カバーを付した状態で、扉枠に取り付けら

れていたこと、検甲第２号証の受部材には、検甲第５号証及び検乙第２号証の１の受部材

に存在する前面カバー取付用の係合溝に相当する溝も存在すること、検乙第２号証の１の

受部材と、検甲第５号証の受部材は、その色は別にして、構造や寸法は同一であること、

これに対して、検甲第２号証の受部材は、基本的な構造は前二者とほぼ同一であるが、前
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二者には、閉扉時に規制部材が受部材の収納凹部の側面にある金属部分と直接接触しない

ように樹脂製の緩衝部材が存在するのに対して、検甲第２号証の受部材にはこれがないこ

と、前二者と検甲第２号証の受部材とでは、規制部材に設けられた係合孔の下端部分にお

ける幅が相違する（前二者においては、係合孔の上端部分における幅とほぼ同一であるの

に対し、検甲第２号証の受部材においては、これよりも狭い。）ことが認められる。 

以上によれば、原告がイ号第二受部材Ｂとして主張する受部材は別として、イ号第二受

部材(1)ないしイ号第二受部材Ａはいずれも前面カバーを付して用いられたものと認める

ことができ、そうすると、イ号第二受部材(1)とイ号第二受部材Ａは基本的に同一の構成を

有するものというべきである（これら両者を代表させて、以下「イ号第二受部材Ａ」とし

て表記する。）。ただし、イ号第二受部材Ａにおいても、上記のような点で少なくとも２つ

の種類があったことは上記のとおりである（検甲第５号証及び検乙第２号証の１の受部材

と同種の受部材を以下「イ号第二受部材Ａ①」といい、検甲第２号証の受部材と同種の受

部材を以下「イ号第二受部材Ａ②」という。）。 

イ 次に、原告が主張するように、イ号第二受部材Ａにおいて、受部材と前面カバーとの間

に形成されるのが、本件訂正考案の構成要件Ｃにいう規制部材の前面に形成された収納凹

部であり、これが閉扉時に規制部材の全部を収納するものであるということができるか検

討する。 

本件訂正考案の構成要件Ｃは、「受部材は、…前面には閉扉時に規制部材３５の全部を収

納する収納凹部３１を、…形成し」というものであるから、このような実用新案登録請求の

範囲の記載文言に照らすと、ここでいう収納凹部は、受部材自体に形成され、その中に規制

部材の全部を収納することができることが必要であると解すべきである。 

これをイ号第二受部材Ａについてみるに、前面カバーが受部材を構成する部材であるか

否かは、原告の主張としても必ずしも明らかではないから、前面カバーが受部材を構成す

る場合とそうでない場合の双方について検討することとする。 

(ｱ) まず、前面カバーが受部材を構成する部材であるとするならば、前面カバーも含めて

受部材が構成されることとなるのであるから、規制部材が収納される収納凹部は、受部

材の前面ではなく、受部材の内部に形成されていることになる。したがって、このよう

な受部材が、本件訂正考案の構成要件Ｃの、「受部材は、…前面には…収納凹部３１を、

…形成し」を充足するものではないことは明らかである。 

(ｲ) 次に、前面カバーが受部材を構成する部材ではなく、受部材の前面に取り付ける別

部材であるとするならば、前記のとおり、本件訂正考案の収納凹部は受部材自体に形

成されたものをいうのであるから、受部材に前面カバーを取り付けた状態において、

受部材と前面カバーとの間に形成された空間が収納凹部に当たるということはできな

い。あくまで、受部材に前面カバーを取り付けない状態で、そこに形成される収納凹

部に規制部材の全部が収納されるか否かを判断すべきものである。 

そして、受部材に前面カバーを取り付けない状態において、受部材に形成される収納

凹部に閉扉時の規制部材の全部が収納されないことは、当事者間に争いがない。 
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以上のとおりであるから、前面カバーが受部材の構成部材であるか否かにかかわらず、

イ号受部材Ａに形成されている収納凹部が、規制部材の前面に形成され、閉扉時に規制

部材の全部を収納する収納凹部であるということはできない。 

ウ なお、原告は、前面カバーの取り外し時に規制部材の下端部の係合孔周辺が受部材の収

納凹部より外方へ突出するようにしたのは、本件訂正考案の技術的範囲から逃れるために

したものであると主張する。しかし、前記「前提となる事実」(1)のとおり、登録当初の実

用新案登録請求の範囲には「前面には規制部材３５収納用の収納凹部３１を…形成し、」と

記載されていたところ、イ号第二物件の受部材がこの要件を充足するものであることは本

件の当事者間でも争いがなかったものであること、この記載が「前面には閉扉時に規制部

材３５の全部を収納する収納凹部３１を…形成し、」（本件訂正考案）に訂正されたのは、

平成１４年１２月１日の訂正審判請求によるものであり（甲第４５号証、第４６号証の１）、

この時点で既に本件実用新案権の権利期間は満了していたことに照らせば、本件訂正考案

の技術的範囲から逃れるために、規制部材の下端部の係合孔周辺が受部材の収納凹部より

外方へ突出するようにしたことはあり得ず、上記の原告の主張は採用することができない。 

エ よって、イ号第二受部材Ａは、本件訂正考案の構成要件Ｃのうち、「受部材は、・・・前

面には閉扉時に規制部材の全部を収納する収納凹部を・・・形成し」との部分を充足しな

いというべきである。 

(2) イ号第二受部材Ｂについて 

乙第３０号証は、その記載内容からリョービ株式会社が作成したイ号第二受部材Ｂの受部材

及び規制部材の図面であると認められるところ、同証拠には、９８年（平成１０年）１０月８

日の日付があることから、イ号第二受部材Ｂの受部材及び規制部材が製造され、イ号第二錠ケ

ースと組み合わせて用いられたのは、このころ以降のことであると認めることができる。 

一方、甲第５号証によれば、トステム株式会社はイ号第二物件を遅くとも平成３年には販

売していたことが認められるところ、乙第１６号証は、その記載内容（特に規制部材におけ

る係合孔の下端部分の幅及び上記(1)アの緩衝部材〔乙第１６号証の図面上は「⑤ストッパー」

と記載されている。〕の存在）から、リョービ株式会社が作成したイ号第二受部材Ａ①の受部

材及び規制部材の図面であると認められ、同号証には、９１年（平成３年）６月２３日の日

付があることから、遅くともこの数か月後以降、イ号第二受部材Ａ①の受部材及び規制部材

が製造販売され、イ号第二錠ケースと組み合わせて用いられたものと推認することができる。 

そして、上記(1)のとおり、イ号第二受部材Ａは、本件訂正考案の構成要件Ｃを充足しない

のであるから、イ号第二受部材Ｂが本件訂正考案の構成要件Ｃを充足するからといって、イ

号第二錠ケースが、平成１４年法律第２４号による改正前の実用新案法２８条にいう間接侵

害の要件である、本件実用新案に係る物品の製造にのみ使用された物といえないことは明ら

かである。 

(3) 以上のとおりであるから、被告によるイ号第二錠ケースの製造販売は、本件実用新案権の

間接侵害には当たらない。 
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２ 争点(3)ウ(ｱ)について判断する。 

(1) 検甲第５号証及び検乙第２号証の２のうちの受部材及び規制部材が、イ号第二受部材Ａ①

に相当する受部材及び規制部材であること、遅くとも平成３年６月２３日から数か月後以降、

イ号第二受部材Ａ①の受部材及び規制部材がイ号第二物件の一部として販売されていたこと

は、上記１で判示したとおりである。 

一方、乙第２４号証、第２９号証によれば、被告がイ号第三錠ケースの販売を開始したの

は、これよりも遅い平成７年であることが認められる。 

(2) 検甲第３号証、第５号証、乙第６３号証、検乙第２号証の２によれば、イ号第三錠ケース

（検甲第３号証のうちの錠ケース）を、イ号第二受部材Ａ①の受部材及び規制部材とそれぞ

れ組み合わせて、いずれも実用的に用いることができることが認められる。 

原告は、イ号第三錠ケースはイ号第二錠ケースと同様、対応する受部材及び規制部材と組

み合わせるための専用品であると主張する。しかし、乙第１７号証、第３０号証によれば、

イ号第二錠ケースの納入先であるトステム株式会社は、その製造販売する玄関ドアのモデル

チェンジに伴い、受部材及び規制部材を同社に納入していたリョービ株式会社に、モデルチ

ェンジ後の閉扉時の扉と扉枠との間の間隔やイ号第二錠ケースの錠杆の形状寸法等の仕様に

合わせて、受部材及び規制部材を設計させ、納入させていたことが認められる。この事実に

照らせば、受部材及び規制部材が、これと対応する錠ケースと組み合わせるための専用品で

あるということはできるが、反対に、錠ケースが、これと対応する受部材及び規制部材と組

み合わせるための専用品であるということはできない。 

そして、上記のとおり、イ号第三錠ケースは、イ号第二受部材Ａ①の受部材及び規制部材

とそれぞれ組み合わせて、いずれも実用的に用いることができ、イ号第二受部材Ａ①は、前

記１のとおり、本件訂正考案の構成要件Ｃを充足しないものであるから、結局、イ号第三錠

ケースには、本件訂正考案の実施品の製造以外の用途が存在したものと認められる。 

さらに、上記(1)のとおり、被告によるイ号第三錠ケースの販売開始は平成７年であるとこ

ろ、イ号第二物件は、遅くとも平成３年には販売が開始され、イ号第二受部材Ａ①の受部材

及び規制部材も、平成７年よりは明らかに以前から製造販売されていたものであるから、イ

号第三錠ケースは、その販売開始当初から、本件実用新案に係る物品の製造以外の用途があ

ったものというべきである。 

(3) なお、検甲第２号証、第３号証によれば、イ号第三錠ケースである検甲第３号証の錠ケー

スを、イ号第二受部材Ａ②に相当する検甲第２号証のうちの受部材及び規制部材とを組み合

わせた場合には、錠ケースの錠杆を１段階突出させたときに扉が十分に開かず、実用的に用

いることができないことが認められる（上記(2)のイ号第二受部材Ａ①の受部材及び規制部材

と組み合わせた場合との差は、それぞれの規制部材に設けられた係合孔の下端部分の幅が相

違することから生じるものである。）。 

しかしながら、上記(1)、(2)のとおり、イ号第三錠ケースである検甲第３号証の錠ケース

と組み合わせて実用的に用いることができるイ号第二受部材Ａ①の受部材及び規制部材が、

イ号第三錠ケースの販売開始前に販売されていたことが認められるのであるから、この事実



一発合格を実現！短期合格法を伝授 ● 37 

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 

は上記(2)の結論を左右するものではない。 

(4) 以上のとおり、イ号第三錠ケースは、被告による販売開始の当初から、本件訂正考案の実

施品の製造以外の用途が存在したものであり、平成１４年法律第２４号による改正前の実用

新案法２８条にいう間接侵害の要件である、本件実用新案に係る物品の製造にのみ使用され

たものであるとはいえない。 

したがって、被告によるイ号第三錠ケースの製造販売も、本件実用新案権の間接侵害には

当たらない。 

３ 結論 

以上のとおりであるから、その余の点について判断するまでもなく、原告の請求は理由が

ない。よって、主文のとおり判決する。 

     

  大阪地方裁判所第２１民事部 

           裁判長裁判官      小  松  一  雄 

              裁判官      中  平     健 

              裁判官      守  山  修  生 
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