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❶過去問を、趣旨規定・権利化前後といった
場面ごと・論点ごとに分類

答案構成分析版

過去問を出題パターン別に整理して掲載しているため、
これまで、なかなかできなかった出題傾向の比較・分析が
容易になりました。
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◇ 索引

２．拒絶理由（新規性、進歩性判断）
平成26年度 問題Ⅰ設問⑵

無断複製・頒布を禁じます

ＬＥＣ東京リーガルマインド

日本国に住所を有する甲
甲は、甘味料の発明イ
イ及びロ
ロをし、平成23年12月１日に、展示
会において、発明イ
イの技術的範囲に属する甘味料α
α（以下「α
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
αは、外観からも、また、試食した
としても、発明イ
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
甲は、α
α
の内容に関する情報を一切開示しなかった。
展示会に入場した乙
乙は、配布されたα
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
αを分析したところ、その分析結果は、α
αが発明イ
イの技術的
イの新規性が喪失
範囲に属することを判断できるものであった。上記配布により、発明イ
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。
弁理士

設問骨子

サンプル配布された甘味料を市販の分析器で分析できる場合、当該甘味料に係る
発明イ
イは新規性を喪失するか、新規性の趣旨に触れつつ、理由とともに述べよ。

答案構成

❸題意を数行にまとめた
『設問骨子』
を掲載！
これだけを読んでも答案の概略が作成できるように、題
意をシンプルにまとめた設問の骨子を掲載しています。
各年度のテーマごとに問題の本質的な内容を掲載してい
るので、出題傾向の把握に役立ちます。

❹明確な答案構成を掲載！
各年度の小問ごとにコンパクトかつ漏れのない答案構成
を掲載しています。これにより、その問題でおさえるべき

１．新規性が特許要件とされている趣旨
特許制度は発明公開代償として独占権付与
→ 特許権が付与される発明は新規な発明である必要
２．イの新規性が喪失するか
⑴ αをサンプル配布 → 特許出願前、イの実施に該当（２条３項１号）
→ イが特許出願前に公然実施をされた発明（29条１項２号）に該当するかが問題
⑵ 「公然実施をされた発明」＝公然知られる状況等で実施をされた発明
「公然」＝秘密を脱した状態、「知られ」＝技術的に理解され
⑶・αをサンプル配布 → 秘密を脱した状態 → 「公然」に該当する
しかし、イが技術的に理解されたとはいえない → 「知られ」に該当しない
→ 公然知られる状況で実施をされたとはいえない
・乙が、半年前に購入した市販の分析器を用いてαを分析することで、αがイの技
術的範囲に属することを判断可
→ 公然知られるおそれのある状況で実施をされたといえる
∴ イは「公然実施をされた発明」に該当
⑷ 結論：イの新規性喪失（29条１項２号）

ポイントが明確になります。

ＬＥＣ東京リーガルマインド

＊画像はサンプルです。
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弁理士

無断複製・頒布を禁じます

全文掲載版
❶直前期を見据えた２冊構成のテキスト
特許法・実用新案法／第１章 権利化前

縦断分類編の講座内使用テキストは、左ページ掲載の『答
案構成分析版』
と本ページ掲載の『全文掲載版』の２冊とな

２．拒絶理由（新規性、進歩性判断）

ります。

平成26年度 問題Ⅰ設問⑵

文字通り、
『答案構成分析版』には小問ごとの答案構成が、

１．新規性が特許要件とされている趣旨
特許法は、発明を奨励して産業の発達に寄与するために、発明を公開する代償として
特許権を付与する（１条）
。そのため、出願に係る発明が既に公開されている技術と同一
であるならば、特許権を付与する必要はない。また、既に公開されている技術に特許権
を付与すると、それまで自由に利用できた技術が独占権の対象となり、むしろ産業の発
達を阻害してしまうことになる。
そこで、新規性が特許要件とされている（29条１項各号）
。
２．イの新規性が喪失するか
⑴ 本問では、甲がイの技術的範囲に属するαをサンプル配布する行為は、特許出願前
にされている（29条１項）
。
⑵ そして、同項２号の「公然実施をされた発明」とは、その内容が公然知られる状況
又は公然知られるおそれのある状況で実施をされた発明をいうところ、乙が、出願前
に市販されていた分析器を用いてαを分析することにより、αが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。このことから、イの内容が公然知られるおそれ
のある状況で実施をされたといえる。したがって、イは、
「公然実施をされた発明」に
該当するといえる。
⑶ よって、当該配布により、イの新規性が喪失する（29条１項２号）
。

『全文掲載版』
には小問ごとの答案例が掲載されています。
答案例は、学習初期においては重要ですが、学習が進み、
答案構成から何を記載するかが明確になってくるにつれ、
次第に重要度が下がり、最終的には問題と答案構成だけ
で復習するのが、最も効率の良い学習形態となります。
本テキストは、最初から全文掲載版を分冊化することで、
直前期の学習の効率化を見据えた構成になっています。

論文過去問分析講座［縦断分類編］

全文掲載版

平成27年度 問題Ⅰ設問⑷
⑴ 「マイクロフィルム」は、公衆がその内容を閲覧し、複写してその複写物の交付を
受けることができる状態になれば、29条１項３号の「頒布された刊行物」にあたると
解される。マイクロフィルム自体が公衆に交付されない場合でも、原本の複製物で、
原本の内容を印刷した複製物となんら変わるところはなく、一般公衆による閲覧、複
写可能な状態にあれば、頒布されたものといえるからである。
⑵ よって、γは、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、
「頒布され
た刊行物」に当たる。

平成27年度 問題Ⅰ設問⑸
無断複製・頒布を禁じます

❷答案例も小問ごとに掲載！
『答案構成分析版』で問題を小問ごとに分割しているの
に合わせ、
『全文掲載版』でも小問ごとに適切な解答とな
るよう配慮した答案例を掲載しています。

ＬＥＣ東京リーガルマインド

弁理士

１．事案の検討
⑴ Ａ２に記載されたロは、Ａ２の優先権主張の基礎とされたＡ１に記載されていない
ため、ロについては、優先権の効果を享受できず（パリ４条Ｂ）、新規性の判断時は
Ａ２の出願時となる。
⑵ また、γは頒布された刊行物に当たり、しかもγの閲覧及びその複写物が交付可能
となったのは、Ａ２及びＢの出願日より前である。したがって、ロはＡ２及びＢの出
願前に刊行物公知となっている（29条１項３号）。
２．(ⅰ)について
⑴

γのロの特許を受ける権利を有する者は丁であり、乙ではない。したがって、γ
によるロの公知は、Ａ２のロの特許を受ける権利を有する乙の行為に起因するもの
（ではない 30 条２項）。また、乙の意に反する行為にもあたらない（30 条１項）。
⑵ よって、Ａ２に記載されたロは新規性喪失の例外規定（30 条）の適用を受けるこ
とができないため、Ａ２に記載されたロは新規性を喪失する。
３．(ⅱ)について

❸明確かつコンパクトな答案例を掲載！
各年度の小問ごとに掲載された答案例は、コンパクトか
つ漏れのないものであり、これを参照することで本試験

⑴ γによるロの刊行物公知は、秘密保持義務を承継した、丙の相続人が図面βの原本
等を博物館へ寄贈したことに起因する。したがって、ロについて特許を受ける権利を
有する丁の意に反して公知となったといえる（30条１項）。また、ロに係る出願Ｂは
公知に至った日から１年以内に、丁によってされている（同条２項）。
⑵ よって、Ｂに記載されたロは、29条１項３号に該当するに至らなかったものとみな
され（30条１項）、新規性を喪失しない。

でどこまで記載すればよいのかというバランス感覚を身
につけることが可能です。

ＬＥＣ東京リーガルマインド

＊画像はサンプルです。
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無断複製・頒布を禁じます
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❶実際の受験生の答案を再現し、
成績を明示！

論文過去問分析講座［再現答案分析編］

本試験で実際に受験生が解答した答案を掲載し、

再現答案 特実【124 点※ⅠとⅡの合計点】問題Ⅰ

評価が端的に分かるように、当該答案の得点を明

１ 設問⑴について

示しています。科目別得点の平均も明示しているの

請求項１について
⑴ 請求項１に係る発明イは、出願Ｘの出願前の平成 31 年３月に、甲が発表

で、答案作成者の本試験における全体の位置付け

ａをしたことにより公知になっているため、29 条１項１号(49 条２号)に該
当する。

も分かります。

⑵ しかし、甲は、出願Ｘに際し、発明イについて 30 条２項の適用に関する
手続きを適法に行っているため、発明イは 29 条１項１号に至らなかったも
のとみなされる。よって、出願Ｘの審査において、発表ａは拒絶の根拠と
ならない。
請求項２について
⑴ 請求項２は発明ロであり、発明イではないため、29 条１項各号に該当し
ない。
⑵ 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することがで
きたものではないので、29 条２項にも該当しない。よって、出願Ｘの審査
において、発明ａは拒絶の根拠とならない。

Ｂさん（特実・意匠・商標の得点の平均 63.0 点）

設問⑵について
１．請求項１について

⑷ 発明イに係る甲の出願Ｘは、優先期間中である乙の出願Ｙと出願Ｙ２の

⑴ 出願Ｘの日前である平成 31 年４月に発明イ及びロを記載された論文ｂが

間にされている。よってパリ条約４条Ｂの規定により、甲は出願Ｘに係る

電気通信回線を通じて講習に利用可能となっているため、発明イは 29 条１
項３号に該当する。

発明イについて特許権を得ることはできない。
２ 設問⑴について

⑵ 30 条の規定は、他人が独自に発明をして公知にした時まで適用されるも

⑴ 国際出願Ａの出願後の平成 29 年４月に特許出願Ｂがされており、その後

のではないから、30 条の適用を受けることはできない。よって、出願Ｘの

の平成 30 年８月に国際出願Ａは国際公開(PCT21 条)がされている(184 条の

審査において、論文ｂは拒絶の根拠(29 条１項３号、49 条２号)となる。

13)。

２．請求項２について

⑵ 出願Ｂの特許請求の範囲には発明ａが記載されており、外国語特許出願

⑴ 発明ロに関しても、発明イと同様に、出願Ｘの出願前に公知となってい

Ａ１の国際出願日の明細書には発明ａが記載されている(184 条の 13)。

ることから、29 条１項３号に該当し、前述のとおり、30 条の適用を受ける

⑶ また、外国語特許出願Ａ１は 184 条の４第３項の規定により取り下げら

こともできない。

れたものではなく(184 条の 13 かっこ書き)、発明者及び出願人は非同一(29

⑵ よって、出願Ｘの審査において、論文ｂは拒絶の根拠(29 条１項３号、49

条の２但し書き)である。

条２号)となる。

⑷ 以上より、出願Ｂは、外国語特許出願Ａ１により、29 条の２の規定によ

設問⑶について

り拒絶(49 条２号)されるべきものである。

⑴ 出願Ｙは同盟国民乙(パリ４条Ａ⑴)が同盟国にした正規(パリ４条Ａ⑶)
かつ最先の出願である(パリ４条Ａ⑴)。よって、出願Ｙはパリ条約４条の

設問⑵について
１.甲がすることができる手続きについて

優先権が発生している(パリ４条Ａ⑴)。

甲は、誤訳の理由を記載した誤訳訂正書(17 条の２第２項)を提出して、発

⑵ 出願Ｙ２は、第一国の出願人乙が(パリ４条Ａ⑴)、他の同盟国である日

明ｚを原文の範囲である発明ａに補正することができる。

本において(パリ４条Ａ⑵)、第一国の出願から１年以内に(同条Ｃ⑴)、同

上記手続きが新規事項の追加にならない理由について

一の客体である発明イについて(同条Ａ⑴)出願しているため、出願Ｙ２は

⑴ 184 条の 12 第２項で、外国語特許出願について 17 条の２第２項を準用し

パリ条約４条の優先権を主張できる。

ているため、外国語特許出願においても誤訳訂正書(17 条の２第２項)によ

⑶ パリ条約４条Ｂの効果により、Ｙ２は優先期間中にされた行為によって

り誤訳の訂正が可能である。

不利な取り扱いを受けず、また第三者にいかなる権利又は使用の権能をも

⑵ 誤訳訂正書(17 条の２第２項)を提出して誤訳を訂正した場合、17 条の２

生じさせない(パリ４条Ｂ)

第３項で誤訳訂正書を提出してする場合を除きとあるため、新規事項の追
加にはならない(17 条の２第３項除き書き)。

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

以上

＊画像はサンプルです。

論文過去問分析講座［縦断分類編］のテキストは、法改正に対応し、答

❷講義動画で見解を示します！

案構成も全文も掲載内容を改編しています。

［再現答案分析編］のテキストは、別売り
で販売されている「論文再現答案集」と
は異なり、添削指導者のコメント欄を空
欄にしています。
講義動画の中で宮口講師、納冨講師が
それぞれ見解を示しますので、書き込み
をすることでオリジナルの再現答案集を
作成いただけます。
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令和元年度 問題Ⅰ

改正対応

甲 は、意匠Ａ
Ａを創作して、意匠Ａ
Ａ について全体意匠で令和元年５月７日に意匠登録出
意匠法／第２章 権利化前 ■ 14
願をし、令和元年５月８日から意匠Ａ
Ａ に係る物品を販売した。また、令和元年６月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
日、甲
甲は意匠Ａ
Ａ の形状に修正を加え、同じ物品に係る意匠Ｂ
Ｂを創作した。意匠Ｂ
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
Ａに係る意匠登録出願は、令和元年
令和元年度 問題Ⅰ
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
１．関連意匠（10条１項・２項）
とする。
意匠Ａ
Ａ と意匠Ｂ
Ｂ との関係を考慮して、甲
甲 が意匠Ｂ
Ｂ について全体意匠で意匠登録出願を ＡとＢが類似する場合、Ａに係る意匠登録出願の出願人である甲は、Ａの意匠登録
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。
出願の日から10年を経過する日前に、Ａを本意匠として、Ａに類似するＢを関連意匠
ただし、意匠Ａ
Ａ、意匠Ｂ
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。 として、意匠登録出願をすることに注意すべきである（10条１項・２項）。本問では、
ＡとＢが類似する場合にＢについて何ら手続を行わずに意匠登録出願をすると、当該
設問骨子
出願は、Ａに係る先願が設定登録されることにより、９条１項による拒絶理由を有し
甲は、独自に創作した意匠Ａ
Ａに係る意匠登録出願をし、翌日よりＡ
Ａに係る物品を（17条１号）、また、甲がＡに係る物品を販売したことによりＡは公知となっているた
販売した。その後、Ａ
Ａの形状に修正を加え同じ物品に係る意匠Ｂ
Ｂを創作した。Ｂ
Ｂにめ、３条１項３号による拒絶理由を有する（17条１号）。しかし、関連意匠制度を利用
係る物品は２年後の販売を予定している。甲
甲がＢ
Ｂについて出願する際に注意すべきすれば、９条１項の規定にかかわらず（10条１項）、また、３条１項１号に該当するに
点及びその理由を述べよ。
至らなかったものとみなされ（同条２項）
、Ｂについて意匠登録を受けることができる
からである。
答案構成
なお、甲は、Ｂに係る出願の願書に「本意匠の表示」の欄を設け、Ａを本意匠とし
１．関連意匠（10条１項・２項）
て特定すること、当該関連意匠の意匠権の設定登録の際に本意匠Ａの意匠権が放棄等
・結論：ＡとＢが類似する場合：関連意匠（10条１項・２項）
により消滅していないこと（同項但書）
、Ａが設定登録された後Ａに係る意匠権に専用
（・Ａの出願日から10年、Ａを本意匠、Ｂを関連意匠）
実施権が設定されていないこと（同条６項）に注意すべきである。Ｂについて意匠登
・理由 ＆ あてはめ
録を受けるためである。
（・Ｂについて何ら手続を行わずに出願
２．新規性喪失の例外の規定の適用を受けた意匠登録出願（４条、６条）
→ ９条１項（17条１号）
ＡとＢが非類似である場合、甲は、Ｂについて、Ａに係る物品を販売した日から1年
・物品の販売により、Ａは公知
以内に、新規性喪失の例外の規定の適用を受けた適式な意匠登録出願をすることに注
→ ３条１項３号（17条１号）
意すべきである（４条２項、６条）
。また、甲は、４条２項の規定の適用を受けたい旨
∴ 関連意匠 → Ｂについて意匠登録可）
を記載した書面を当該出願と同時に、かつ、証明書を当該出願から30日以内に、特許
・その他：
庁長官に提出することに注意すべきである（４条３項）。本問では、ＡとＢが非類似で
・「本意匠の表示」の欄を設け、Ａを本意匠として特定
あっても当業者がＡに基づいて容易にＢを創作することができた場合、当該出願は、
・本意匠Ａの意匠権が放棄等により消滅していないこと（10条1項但書）
３条２項による拒絶理由を有する（17条１号）。しかし、新規性喪失の例外の規定の適
・Ａに係る意匠権に専用実施権が設定されていないこと（同条６項）
用を受ければ、３条１項１号に該当するに至らなかったものとみなされ（４条２項）、
２．新規性喪失の例外の規定の適用を受けた意匠登録出願（４条、６条）
Ｂについて意匠登録を受けることができるからである。
・結論：ＡとＢが非類似である場合：新規性喪失の例外を受けた出願（４条、６条）
３．秘密意匠（14条）
・適式な書類の提出（４条３項）
甲は、秘密意匠の請求をし、２年の期間を指定した所定の書面をＢに係る意匠登録
（・非類似であっても、容易に創作であれば → ３条２項（17条１号）
出願と同時に又は第１年分の登録料の納付と同時に特許庁長官に提出することに注意
∴ 新規性喪失の例外 → Ｂについて意匠登録可）
すべきである（14条１項・２項）。本問では、甲は、Ｂに係る物品の販売を２年後に予
３．秘密意匠（14条）
定しているが、秘密意匠制度を利用すれば、Ｂに係る物品の実施時期と公表時期を調
・結論：物品の販売を２年後に予定：秘密意匠（14条）
整することができるからである。
・所定の書面の提出（14条１項・２項）
∴ の実施時期と公表時期を調整

改正対応

＊画像はサンプルです。
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