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特許法・実用新案法 第１回 

無断複製・頒布を禁じます － 3 － ＬＥＣ東京リーガルマインド 弁理士 

 
 主要論点 
 
１．補正却下（53条１項） 

２．拒絶査定不服審判（121条） 

３．審判請求時の補正（17条の２第１項４号） 

４．新規性喪失の例外（準特30条） 

５．出願変更（実10条２項） 

６．新規性（実３条１項１号、２号） 

７．実用新案登録出願における記載要件（実５条４項、６項） 

８．無効理由（実37条１項各号）の抗弁（準特104条の３第１項） 

９．先使用権（準特79条）、最判Ｓ61.10.3「ウォーキングビーム事件」 
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時系列 

甲    乙 

← H29.12.1 Ｈと同一形状の取手ｈを開発 

H30.2.1 ｺｯﾌﾟＡを国内博覧会に出品 → 

 ５か月 

← H30.6.1までにＡと同一形状の 

コップａ１の設計図・金型を作成 

（→準備といえるか？） 

H30.7.1 ｺｯﾌﾟＡの取手部分Ｈにつき 

部分意出Ｘをした（with４②③）。 

→ 

 ２か月 ← H30.8.1からａ１の製造販売開始 

H30.9.1意から実への変更出願Ｙ 

（実10②） 
→ 

← H30.11.1 ａ１を小型化したａ２の 

製作を企画（→考案の範囲といえるか） 

← H31.2.1からａ２の製造販売開始 

H31.3.1 実案権の設定登録 → 

H31.7.7 警告＋差止請求 ａ１，ａ２の製造販売 
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 問 題   

 

【問題Ⅰ】 

 審査官による補正却下の決定（特許法第53条第１項）に対して不服がある場合におい

て、出願人がとり得る主な方法を２つ挙げ、説明せよ。 

【２０点】 

 

【問題Ⅱ】 

甲は、コップ用の新規な形状の取っ手Ｈを自ら開発し、平成30年２月１日、Ｈを有し

Ｈ以外の部分が周知の形状のコップＡを日本国内の博覧会に出品した。さらに、平成 30

年７月１日、甲は、Ａを博覧会へ出品したことについて意匠の新規性の喪失の例外の適

用を適法に受けて、意匠に係る物品を「コップ」として、Ｈの形状について部分意匠の

意匠登録出願Ｘをした。 

その後、甲は、出願Ｘの願書における意匠に係る物品、意匠に係る物品の説明及び意

匠の説明の記載、並びに願書に添付した図面の記載から、明細書、実用新案登録請求の

範囲及び図面を作成し、平成 30 年９月１日、出願Ｘをもとの出願とする実用新案法 10

条第２項の規定（出願変更）による出願として、Ａの形状についての実用新案登録出願

Ｙをした。出願Ｙに係る実用新案権は、平成31年３月１日、出願当初の明細書、実用新

案登録請求の範囲及び図面の記載のまま、設定の登録がされた。 

乙は、平成 29 年 12 月１日、Ｈと同一の形状のコップ用取っ手ｈを自ら開発し、平成

30年６月１日までにＡと同一の形状のコップａ１の設計図及び金型を作成し、平成30年

８月１日からａ１の製造・販売を開始した。ｈ及びａ１は、乙によってａ１の製造・販

売が開始される日まで、乙以外に知られることはなかった。乙は、平成 30 年 11 月１日

にａ１全体の形状を小型にしたコップａ２の製作を企画し、平成31年２月１日からａ２

の製造・販売を開始した。 

乙によるａ１及びａ２の製造・販売を発見した甲は、乙に対して、ａ１及びａ２の製

造･販売について実用新案評価請求書を提示して警告をした上で、平成 31 年７月７日、

乙を被告として、実用新案権に基づきａ１及びａ２の製造・販売の差止めを求める訴訟

を提起した。 

乙は、その後もａ１及びａ２の製造・販売を継続している。 

この設例において、当該訴訟における乙の主張について、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、特に文中に示し

た場合を除き、意匠登録出願及び実用新案登録出願は、国際出願に係るものでも、補正

後の新出願でも、分割又は変更に係るものでもなく、いかなる優先権の主張も伴わない

ものとする。 

（次頁へ続く） 
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 答案構成 
 
問題Ⅰ 

１．拒絶査定不服審判（121条）にて、併せて争うことができる。 

２．却下された補正と同一の内容で、17条の２第１項４号補正をすることができる。 

問題Ⅱ設問⑴(ｲ) 

１．出願の変更（10条２項）が適法であった場合 

⑴ ＹはＸ時に遡及（10条３項）→博覧会出品日から１年以内の出願となる（準特30②）。 

⑵ 例外適用を受けるための書面の提出（準特 30 条３項）については、Ｘにて提出した

書面はＹと同時に特許庁長官に提出されたものとみなされる（準実10条８項）。 

⑶ よって乙は、甲の博覧会出品や乙の製造販売に起因する無効理由の主張不可。 

２．出願の変更（10条２項）が不適法であった場合 

⑴ 新規性喪失の例外（準特30条２項）について 

遡及効（10条３項）はないが、Ｙが出品日から１年以内の出願である。 

原出願Ｘに際し準特 30③の手続をしているので、Ｙを行う際に再度の手続不要（準

実 10 条８項）。よって乙は、甲の博覧会出品に起因する無効理由（実３条１項１号、

実37条１項２号）を主張不可。 

⑵ 乙によるコップａ１の製造・販売について 

乙は、Ｙの前からコップａ１を製販→乙は、甲の登録に実３①Ⅱの無効理由（実 37

条１項２号）がある旨を主張可（準特104条の３第１項）。 

問題Ⅱ設問⑴(ﾛ) 

１．両出願の記載様式は大きく相違するので、実５④⑥を満たしていない可能性あり。 

２．その場合、乙は、実37①Ⅳに該当する旨を主張可（準特104条の３第１項）。 

問題Ⅱ設問⑵ 

１．侵害の成否 

ａ１、ａ２共に技範（準特70条）に属し、乙の製造販売は業としての実施（実２③） 

→形式的には実用新案権の侵害（実16条）。 

２．乙は、甲の差止請求（実27条）が認められないと主張することができるか 

⑴ ａ１について→「準備」といえるか否かがポイント（最判Ｓ61.10.3） 

⑵ ａ２について→「考案の範囲内」といえるか否かがポイント（最判Ｓ61.10.3） 

 

 

 参考文献 
 
工業所有権法逐条解説（第20版）発明協会 

最判Ｓ61.10.3「ｳｫｰｷﾝｸﾞﾋﾞｰﾑ事件」 

  

論文カスタム答練　問題冊子・解説冊子見本

＜本試験の予想を兼ねた精選された問題を出題＞
過去問や出題サイクルを分野別に吟味して、本試験の予想を兼ねた問
題を出題しています。本試験での論点的中も、毎年、実績を上げていま
す。

時系列を掲載しているため、ひと目で事案把握が可能です。万が一、間
違ってしまった場合にも、正しい時系列をすぐに把握できます。また、解
答を導き出すために最低限必要な情報が何かを知ることができます。

時系列

難易度が高く、苦手とする受験生が多い論点を絡めた本試験レベルの
問題を出題することで、本試験を突破するための『思考力』と『伝達力』
を養成します。

問題

出題者が問いたかった論点（＝出題者が答案に記載して欲しかった事
項）を記載しています。論点を簡潔に掲載しているので、復習時のポイン
ト確認にも活用できます。

主要論点

挙げるべき項目、条文、キーワード、答案の流れ、バランスを簡潔に示し
ています。自身の答案構成と比較することで、抜けている項目（＝弱点）
を短時間でチェックできます。直前期の弱点確認に最適です。

答案構成

解答のために必要な判例の要旨や基本書等の出典が記載されていま
す。関連する判例や参考文献を調べやすいため、効率的な学習が実現
可能です。

参考文献�

＜カスタム答練の名にふさわしい論点を出題＞
基本知識の単なる確認ではない、独学では準備のしづらい論点、なかな
か手の回らない論点など、宮口講師作問のオリジナル新作問題で万全
の態勢を整えることができます。
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 判例チェック 
 
【最判Ｓ61.10.3「ウォーキングビーム事件」 

 

         主    文 

 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。 

 

         理    由 

 上告代理人村林隆一の上告理由第壱点について 

 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認する

ことができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひっきょう、原審の専権に属する証拠の

取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。 

 同第弐点及び第参点について 

一 原審の適法に確定した事実関係は、おおむね、次のとおりである。 

 １ 上告人Ａ１は、「Ｄ」という名称の本件特許発明につき、一九六八年（昭和四三年）二

月二六日米国においてした特許出願を基礎とするパリ条約による優先権を主張して（優先

権主張の基礎たる米国における特許出願の出願日を、以下「優先権主張日」という。）、

同年八月二六日特許出願をし、昭和四六年一〇月一二日の出願公告後、昭和五五年五月三

〇日特許権の設定登録を受けたものである（登録番号九九九九三一号）。本件特許発明の

願書に添附した明細書（補正後のもの）の特許請求の範囲の記載は、次のとおりである。 

 「工作物を交互に支持するための少なくとも二組のコンベアレールと、該コンベアレールの

うちの少なくとも一組を他方のコンベアレールに対して相対的に移動させるためのキヤリ

ツジとを包含し、前記コンベアレールの各々が複数個の工作物支持パッドを有し、さらに

前記キヤリツジの下側に沿って延在する一対の平行桁と、該平行桁の下側に配設され該平

行桁及び前記キヤリツジを支持しかつ鉛直方向に往復動させるための少なくとも四個の回

転偏心輪と、該回転偏心輪による鉛直運動より独立して前記キヤリツジを水平方向に往復

運動させるための水平駆動装置とを包含し、前記偏心輪のそれぞれが前記平行桁の下側の

個所を支持するための回転自在な外周環を有していることを特徴とする炉の耐火室を通し

て工作物を搬送する動桁型コンベア。」 

  そして、本件特許発明の奏する作用効果は、次の(１)ないし(６)のとおりである。 

 (１) 一度に複数の大きな鋼のスラブ、ブルーム又はビレツトを加熱して運搬し、それによ

って工作物の一つ一つを全体にわたって均一な温度に加熱することができる。 

 (２) 細長い工作物を、たとえそれが歪んでいても、炉の中を有効に運ぶことができる。 

 (３) 別々にも同時にも、垂直方向及び水平方向に往復運動をさせることができる。 

 (４) 炉内の熱に対しスラブの全表面積の有効な露呈が可能である。 

 (５) スラブ・サポートとの接触によって起こされる加熱されたスラブ表面傷やチル点を実

際上除去し、縮小することができる。 

 (６) 一五〇万ポンドの総負荷を能率的に処理し、かつ、操作・整備の容易である単純で堅

牢な装置を提供するものである。 

  上告人Ａ２工業株式会社（以下「上告人Ａ２」という。）は、本件特許権につき昭和五六

年三月六日専用実施権の設定を受け、同年八月二一日その登録を受けたものである。 
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二 ところで、発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作であり（特許法二条一項）、

一定の技術的課題（目的）の設定、その課題を解決するための技術的手段の採用及びその技

術的手段により所期の目的を達成しうるという効果の確認という段階を経て完成されるもの

であるが、発明が完成したというためには、その技術的手段が、当該技術分野における通常

の知識を有する者が反復実施して目的とする効果を挙げることができる程度にまで具体的・

客観的なものとして構成されていることを要し、またこれをもって足りるものと解するのが

相当である（最高裁昭和四九年（行ツ）第一〇七号同五二年一〇月一三日第一小法廷判決・

民集三一巻六号八〇五頁参照）。したがって、物の発明については、その物が現実に製造さ

れあるいはその物を製造するための最終的な製作図面が作成されていることまでは必ずしも

必要でなく、その物の具体的構成が設計図等によって示され、当該技術分野における通常の

知識を有する者がこれに基づいて最終的な製作図面を作成しその物を製造することが可能な

状態になっていれば、発明としては完成しているというべきである。 また、同法七九条に

いう発明の実施である「事業の準備」とは、特許出願に係る発明の内容を知らないでこれと

同じ内容の発明をした者又はこの者から知得した者が、その発明につき、いまだ事業の実施

の段階には至らないものの、即時実施の意図を有しており、かつ、その即時実施の意図が客

観的に認識される態様、程度において表明されていることを意味すると解するのが相当であ

る。 

 

三 本件について検討する。 

 １ 本件特許発明の前示特許請求の範囲の記載及び作用効果によれば、本件特許発明は、要

するに、(一) 炉の耐火室を通して工作物を搬送する動桁型コンベアにおいて、一度に複

数のスラブ等の大形の鋼片を、表面に傷をつけることなく、その全表面積を炉内に露呈さ

せて全体にわたって均一に加熱することができ、しかもその鋼片に歪みがあっても搬送が

可能であり、併せて垂直方向及び水平方向に別々にも同時にも往復運動が可能であるよう

な、単純堅牢な構造のものを提供することを課題（目的）とし、(二) その課題解決のた

めに、ウォーキングビーム機構を採用し、固定ビームと移動ビーム（二組のコンベアレー

ル）には複数個の工作物支持パッドを備え、移動ビーム（より正確には、移動ビームを移

動させるためのキヤリッジと更にその下側に沿って延在する平行桁）を上下に往復運動さ

せるための少なくとも四個の回転偏心輪（偏心カム）と、この上下運動とは独立して水平

方向に往復運動させるための水平駆動装置とを設け、右各回転偏心輪には右平行桁の下側

を支持するための回転自在な外周環を設けるという構成を採ったものであり、これによっ

て前記所期の目的を達成するという作用効果を奏するものである、ということができる。 

  一方、乙製品について、被上告会社が昭和四一年八月三一日頃Ｅ製鉄に提出した前記見

積仕様書に、(１)ウォーキングビーム機構を採用すること、(２)移動ビームの上下運動は

電動式とし、上下運動は偏心板の回転によって行い、鋼片は、一サイクルの半分の間固定

ビーム又は移動ビーム上にあり、再加熱と温度均一化が行われること、(３)したがつて、

鋼片が水平ストロークによって進まない場合でも、移動ビームの上下方向に対する駆動は

連続して動いていること、(４)移動ビームの水平運動は一本の油圧シリンダにて行うこと、

(５)各ビームの上には鋼片受けレールを設けること、(６)上下駆動装置について、架台は

八点で支持し、二台の電動機により減速機を介し歯車減速機構を経て偏心カム（偏心板）

を駆動し上下運動を行わせること、(７)偏心カムの外周には、リング状円形ローラを設け、
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問題Ⅰについて 

１．特許法では、平成５年改正にて、制度の国際的調和、迅速な権利付与の実現

の観点から補正却下不服審判が廃止されたので、補正却下に対する直接の不服

申立てはできないが（53条３項本文）、拒絶査定不服審判（121条）を請求し、

その審理の中で拒絶査定（49条）の可否と併せて、補正却下の決定（53条１

項）の可否を争うことができる（53条３項但書）。 

２．拒絶査定不服審判（121条）の請求と同時にする願書に添付した明細書等の

補正（17 条の２第１項４号）において、却下された内容と同一の補正をする

ことができる。なお、この補正には、17 条の２第３項から６項までの要件が

課される（159条１項及び163条１項で読替準用する53条）。 

問題Ⅱ設問⑴(ｲ)について 

甲による出願変更（実10条２項）の適否が不明ゆえ、場合分けして説明する。 

１．出願の変更（実10条２項）が適法であった場合 

⑴ 出願Ｙは出願Ｘの時（平成 30 年７月１日）にしたものとみなされ（実 10

条３項）、博覧会出品日（平成30年２月１日）から１年以内の出願となる（準

特30条２項）。 

⑵ そして、例外適用を受けるための書面の提出（準特30条３項）については、

出願Ｘにおいて提出した書面は変更出願Ｙと同時に特許庁長官に提出された

ものとみなされる（実10条 10項で準用する実10条８項）。 

⑶ よって乙は、甲の博覧会出品や乙の製造販売に起因する無効理由（実３条１

項１号、２号、37条１項２号）を主張することはできない。 

２．出願の変更（実10条２項）が不適法であった場合 

⑴ 新規性喪失の例外（準特30条２項）について

この場合、出願時の遡及（実10条３項）はないが、甲の出願Ｙは、博覧会

出品から１年以内の出願であることに変わりはない。 

それに、原出願Ｘに際して準特30条３項の手続をしているので、変更出願

Ｙを行う際に再度の手続は不要である（準10条８項）。 

よって乙は、甲の博覧会出品に起因する無効理由（実３条１項１号、実 37

条１項２号）を主張することはできない。 

⑵ 乙によるコップａ１の製造・販売について

乙は、出願Ｙ（平成 30 年９月１日）の前である平成 30 年８月１日から、

コップＡと同一の形状のコップａ１を製造・販売している。よって乙は、甲

の実用新案登録には実３条１項２号の無効理由（実37条１項２号）がある旨

を主張することができる（実30条で準用する特104条の３第１項）。 

問題Ⅱ設問⑴(ﾛ)について 

１．甲は、意匠登録出願Ｘの願書及び願書に添付した図面等から実用新案登録出

願Ｙの願書に添付した明細書等を作成している。 

２．しかし、意匠登録出願と実用新案登録出願の記載様式が大きく相違するので、

実用新案登録請求の範囲や明細書の記載要件（実５条４項、実５条６項１号、

２号又は３号）を満たしていない可能性がある。 

青本特53条参照 

H30.6.9より施行 

特許庁に確認済み 

青本意17条の２参照 
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問題Ⅰについて 

１．拒絶査定不服審判（121条）において併せて争うことができる。 

特許法では、補正却下の決定に対して直接不服を申し立てることができな

いが（53 条３項本文）、拒絶査定不服審判（121 条）を請求し、その審理の

中で拒絶査定（49条）の可否と併せて、補正却下の決定（53条１項）の可否

を争うことができる（53条３項但書）。 

２．審判請求時に、再度同じ補正をすることができる（17条の２第１項４号）。 

拒絶査定がなされた場合、単にその拒絶査定に不服であるとして審判を請

求するだけでなく、再度、審査官の示した最終的判断に基づいて補正するこ

とへの実務上の要望が強かった。そこで、拒絶査定不服審判の請求に伴う補

正をすることを認めることとしたものである。 

問題Ⅱについて 

設問⑴(ｲ) 

１．出願の変更（10条２項）が適法であった場合 

⑴ 変更出願Ｙは、出願Ｘの時にしたものとみなされるので（実10条３項）、

博覧会出品日から１年以内の出願となる（準特30条２項）。 

⑵ 例外の適用を受けるための書面の提出（準特30条３項）につき、Ｘにて提

出した書面はＹと同時に長官に提出されたものとみなされる（準実10条８項）。 

⑶ よって乙は、甲の博覧会出品や乙の製造販売に起因する無効理由（実３条１

項１号、２号、37条１項２号）を主張することはできない。 

２．出願の変更（10条２項）が不適法であった場合 

⑴ 新規性喪失の例外（準特30条２項）について

出願時の遡及はないが、甲の出願Ｙは、博覧会出品日から１年以内の出願

である。それに、原出願Ｘに際して準特30条３項の手続をしているので、変

更出願Ｙを行う際に再度の手続は不要である（準実10条８項）。 

よって乙は、甲の博覧会出品に起因する無効理由（実３条１項１号、実 37

条１項２号）を主張することはできない。 

⑵ 乙によるコップａ１の製造・販売について

乙は、Ｙの前からａ１を製造・販売しているので、甲の登録に無効理由（実

３条１項２号、37条１項２号）がある旨を主張し得る（準特104条の３）。 

設問⑴(ﾛ) 

⑴ 両出願の記載様式は大きく相違するので、実用新案登録請求の範囲や明細書

の記載要件（実５条４項、実５条６項）を満たしていない可能性がある。 

⑵ その場合、乙は、甲の実用新案登録が実５条４項、６項１号～３号違反の無

効理由（実37条１項４号）に該当する旨を主張し得る（準特104条の３）。 

設問⑵ 

１．侵害の成否 

乙は、甲の登録実用新案の技術的範囲（準特70条）に属するａ１、ａ２を

製造販売しているので（実２条３項）ゆえ、形式的には実用新案権の侵害と

なる（実16条）。 

青本特53条参照 

特許庁に確認済み 

H30.6.9より施行 

青本特17条の２第１
項４号参照 
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出題意図 

平成 30 年改正にて、新規性喪失の例外の適用期間が「６月」から「１年」になったこ

とに伴い、Ｈ20特実Ⅰの問題の難易度がグーンとアップし、この答練に相応しい問題とな 

ったことから出題しました。 

また、Ｈ24特実Ⅰ設問２．以来出題されていない補正却下（特53条）をテーマとする

現場思考型の一行問題を出題することとしました。 

解説 

１．問題Ⅰについて 

補正却下（53条１項）に対して不服がある場合の措置について訊く問題です。 

先ず、青本53条では、「平成５年の一部改正により、制度の国際的調和、迅速な権利

付与の実現の観点から、不適法な補正である新規事項を追加する補正がなされた場合に

は、これを特許出願の拒絶の理由（49条１号）とすることとされたため、補正却下の処

分はなされないこととなった。」とあります。 

また、青本意17条の２でも、「平成５年の一部改正において、特許法においては、制

度の国際的調和、迅速な権利付与の実現の観点から、新規事項を追加する不適法な補正

がなされたときは、拒絶理由（特49条１号）の対象とし、補正却下の適否を争う補正却

下不服審判を廃止することとした。」とあります。 

さらに、「３項は、１項の補正却下の決定に対して不服を申し立てることを認めるこ

ととすると、従来の53条と同様にその間審査が中止され、迅速な権利付与が図られない

ことから、従来の54条と同様に、独立して不服を申し立てることは認めないこととした。

しかしながら、全く不服を申し立てることができないという趣旨ではなく、別ルートに

よる不服の申立てが認められる。すなわち、補正が却下されれば特許出願は補正前の状

態に戻るわけであり、その補正前の特許出願の多くは元々拒絶理由を含んでいるもので

あるから、その補正が却下された後の特許出願については拒絶査定がなされるはずであ

り、その拒絶査定に対しては審判を請求することができるので、補正却下の決定に対す

る不服は、平成５年の一部改正前の54条３項ただし書と同様に拒絶査定不服審判（121

条１項）において、拒絶査定の可否と併せて補正却下決定の可否を争うことができるこ

とを規定したものである。」とあります。 

ということで、措置の１つは、「補正却下（53条１項）の可否について、拒絶査定不

服審判（121条）で併せて争う（53条３項但書）。」というものです。 

もう一つは、「拒絶査定不服審判（121 条）の請求と同時に、却下された補正と同様

の補正をする（17 条の２第１項４号）。」というものです。拒絶査定がなされた場合、単

にその拒絶査定に不服であるとして審判を請求するだけでなく、再度、審査官の示した最終的判

断に基づいて補正することへの実務上の要望が強かったことから、拒絶査定不服審判の請求に伴

う補正をすることを認めることとしたものです（青本特17条の２第１項４号）。 

この補正をした場合には、前置審査（162 条）に係属しますが、前置審査では原則と

＜受験生が迷いそうな箇所を予め予測・把握して、理解の助けとなるヒン
トを「解説」に記載＞
本答練は、本試験レベルの問題を出題するため、迷う箇所が少なからず
出てきます。理解の助けとなるヒントを「解説」に記載していますので、答
えに辿り着くための筋道や対応力を身につけることができます。

＜題意把握ミスをしやすい箇所をピックアップして解説＞
どんな受験生でも本試験の緊張状態では、題意把握ミスが生じやすくな
ります。ミスをしやすい箇所を意識することで、出題者が記載してほしい
こと（論点）を「確実に記載できる力」を養います。

「攻めの答案」は、本試験の「深さ」に向き合った答案です。難解な部分に
まで大胆に踏み込んでおり、法的思考力・法的論述力の習得のための
最良の教材です。併載されている「守りの答案」と比較することで論点に
踏み込むということがどういう事なのかを理解することができます。さら
に、「コメント欄」を設け、注意点やアドバイス等も記載しています。

攻めの答案

「守りの答案」は、合格するために必要な内容を、「適切な分量」で示した
答案です。時間という制約を考慮したうえで作成されたものです。とはい
え、「無難な合格答案」ではなく、簡潔な文章表現、採点者に向けた分か
りやすい項目、読みやすい流れを作るための適切な見出し、積極ミスと
みなされない為の保険をかけた記載、といった合格答案作成スキルを
学べます。

守りの答案

出題者の宮口講師が本論点を出題した意図が、根拠とともに記載され
ています。本試験の出題傾向、頻度が高い論点や出題サイクル等を分析
したものを根拠としています。

出題意図

各設問ごとに、解答に辿り着くまでの道筋に加え、受験生が迷う箇所や
疑問に思う箇所が、詳細に説明されています。また、本答練の論点の間
接事項に関する知識も記載されています。

解説

出題された問題に関する判例や、基本書における該当箇所をその場で確
認できます。また、青本等における必要な箇所を「一部抜粋」して掲載して
いるため、自身で該当箇所を探す手間が省け、効率的に知識を習得する
ことができます。

基本書チェック

※画像はサンプルです。

令和元年度
論文試験
関連問題
出題！

いう発明の実施である「事業の準備」とはいう発明の実施である「事業の準備」とはいう発明の実施である「事業の準備」とは

の段階には至らないものの、即時実施の意図を有しており、かつ、その即時実施の意図が客

観的に認識される態様、程度において表明されていることを意味すると解するのが相当であ

る。 

～中略～
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