
 『論文もみるみる上達する弁理士短答式過去問集① 特許法・実用新案法（改定第４版）』

の正誤表を以下に示します。訂正してお詫び申し上げます。 

 

■ 第２版（2011.12.25） 

 （誤） （正） 

 

P.4 

H21-1 

枝（ロ） 

解説 

 

Point 民法では，未成年者は，その法定代理

人の同意を得れば法律行為ができます（民５条

１項）。これに対し，特許法で手続が複雑である

ため，同意を得ても未成年者自体は法律行為

できないと限定されています。ただし，例えば未

成年者が婚姻をしたとき（民 753 条）等，未成年

者が独立して法律行為をすることができるとき

は，未成年者も法律行為ができます（特７条１項

ただし書）。 

 

Point 民法では，未成年者は，その法定代理

人の同意を得れば法律行為ができます（民５条

１項）。これに対し，特許法では，手続が複雑で

あるため，同意を得ても未成年者自体は法律行

為できないと限定されています。ただし，例えば

未成年者が婚姻をしたとき（民 753 条）等，未成

年者が独立して法律行為をすることができると

きは，未成年者も法律行為ができます（特７条１

項ただし書）。 

 

 

P.52 

H20-15 

枝１ 

解説 

 

１ ○ 特 46条 5項で準用する・・・ 

変更出願は，特 29 条の２に規定する他の特

許出願に該当する場合は，もとの特許出願の時

にしたものとみなされない（特 46条５項で準用す

る特 44 条２項ただし書）。分割の際その発明を

説明するために新しい技術的事項が明細書に

入ることがあることから，第三者の不測の不利

益を防止する必要があるためである。 

 

 

１ ○ 特 46条 5項で準用する・・・ 

変更出願は，特 29 条の２に規定する他の特

許出願に該当する場合は，もとの特許出願の時

にしたものとみなされない（特 46条５項で準用す

る特 44 条２項ただし書）。変更の際その発明を

説明するために新しい技術的事項が明細書に

入ることがあることから，第三者の不測の不利

益を防止する必要があるためである。 

 

 

P.53 

H20-15 

枝２ 

解説 

 

Point 平成 23年改正において，特 39条 6項が

削除されたため，39 条において冒認出願は出

願でないものとみなすという扱いはされなくなり

ました。但し，冒認出願は，49条 7号で拒絶され

ていされるため，最終的に 39 条の先願の地位

を失うことになっています（特 39条 5項）。 

 

 

Point 平成 23年改正において，特 39条 6項が

削除されたため，39 条において冒認出願は出

願でないものとみなすという扱いはされなくなり

ました。但し，冒認出願は，49条 7号で拒絶され

ているため，最終的に39条の先願の地位を失う

ことになっています（特 39条 5項）。 

 

 

P.78 

H21-8 

枝１ 

解説 

 

本問では，最後の拒絶理由通知を受ける前

でも，①最初の拒絶理由通知と併せて特 50 条

の２の通知を受けていると誤認の訂正ができな

い。よって，本枝は誤り。 

 

 

本問では，最後の拒絶理由通知を受ける前

でも，①最初の拒絶理由通知と併せて特 50 条

の２の通知を受けていると誤訳の訂正ができな

い。よって，本枝は誤り。 

 

 

P.78 

H21-8 

枝２ 

解説 

 

Point 本枝は，「特 17条の２第３項・５項・６項を

みたすとしても」という趣旨の問題なので，限定

的減縮（特 17条の２第５項かっこ書）について論

じるのは題意把握ミスです。 

 

 

Point 本枝は，「特 17条の２第３項・５項・６項を

みたすとしても」という趣旨の問題なので，限定

的減縮（特 17 条の２第５項２号かっこ書）につい

て論じるのは題意把握ミスです。 

 

   



 

 （誤） （正） 

P.92 

H22-6 

枝５ 

解説 

 

５ ○ 特 44条１項３号，特 67条１項 

 

５ ○ 特 44条１項３号 

 

P.146 

H22-3 

枝３ 

解説 

 

Point  ①出願審査請求及び②拒絶査定不服

審判では「特許請求の範囲」記載の請求項の

数，③無効審判では審判請求に係る請求項の

数，④訂正審判では審判請求の際に特許登録

原 簿に記録の請求項の数，に応じた手数料を

納付しなければなりません（審判便覧 21－09参

照）。 

 

Point  ①出願審査請求及び②拒絶査定不服

審判では「特許請求の範囲」記載の請求項の

数，③無効審判では審判請求に係る請求項の

数，④訂正審判では審判請求の際に特許登録

原簿に記録の請求項の数，に応じた手数料を

納付しなければなりません（審判便覧 21－09参

照）。 

※「原」と「簿」の間のスペースを削除 

 

P.176 

H22-9 

枝４ 

解説 

 

 

４ × 特 123条７号  

特許がされた後において，その特許が条約に

違反することとなったことは，後発的な無効理由

である（特 123条７号）。よって，本枝は誤り。 

Point 特許が訂正により変更され（特 128条）遡

及的に条約違反になった場合には，単に特 123

条１項３号違反です。同条７号は，本枝のよう

に，もともと条約が後発的に改正される場合を

規定しています。 

 

 

４ × 特 123条１項７号  

特許がされた後において，その特許が条約に

違反することとなったことは，後発的な無効理由

である（特 123 条１項７号）。よって，本枝は誤

り。 

Point 特許が訂正により変更され（特 128条）遡

及的に条約違反になった場合には，単に特 123

条１項３号違反です。同項７号は，本枝のよう

に，もともと条約が後発的に改正される場合を

規定しています。 

 

 

P.182 

H21-37 

枝４ 

解説 

 

 

 

４ ○ 特 123条１項ただし書，特 132条１項  

無効審判を請求する場合において，２以上の

請求項に係るものについては，請求項ごとに請

求することができ（特 123条１項ただし書），請求

する者が２人以上あるときは，これらの者は，共

同して審判を請求することができる（特 132 条１

項）。 

 

 

４ ○ 特 123条１項，特 132条１項  

無効審判を請求する場合において，２以上の

請求項に係るものについては，請求項ごとに請

求することができ（特 123条１項第２文），請求す

る者が２人以上あるときは，これらの者は，共同

して審判を請求することができる（特 132 条１

項）。 

 

 

P.182 

H21-37 

枝５ 

解説 

 

 

Point 本問のケースでは，請求項２について審

決取消訴訟が継続している間に，請求項１につ

いては，無効審決が確定することになります。な

お，請求項１及び２は独立項なので，一群の請

求項には該当しません（特１６７条の２第３項）。 

 

 

Point 本問のケースでは，請求項２について審

決取消訴訟が継続している間に，請求項１につ

いては，無効審決が確定することになります。な

お，請求項１及び２は独立項なので，一群の請

求項には該当しません（特１６７条の２第３号）。 

 

 

P.208 

H23-43 

枝３ 

解説 

 

 

 

３ × 特 93条で準用する特 90条 

 特許庁長官は，通常実施権の設定の裁定をし

た後に，裁定を維持することが適当でなくなった

とき，利害関係人の請求により又は職権で，裁

定を取り消すことができる（特 93 条で準用する

特 90条）。 

 

 

３ × 特 93条３項で準用する特 90条１項 

 特許庁長官は，通常実施権の設定の裁定をし

た後に，裁定を維持することが適当でなくなった

とき，利害関係人の請求により又は職権で，裁

定を取り消すことができる（特93条３項で準用す

る特 90条１項）。 

 

   



■ 第１版（2011.12.01） 

 （誤） （正） 

 

P.14 

H21-55 

枝３ 

解説 

 

特許権者は，①第４年目以降の各年分の特

許料（特 108 条２項），又は，②納付を猶予され

た第１年目から第３年目の各年分の特許料（特

109条）については，所定の期間を経過した後で

あっても，割増特許料を納付することで特許料

を追納することができる（特 112 条１項）。本問

は，第１年目から第３年目の各年分の特許料で

あり（②），かつ，減免・猶予はない。したがって，

割増特許料を納付しても追納できない。よって，

本枝は誤り。 

 

 

特許権者は，①第４年目以降の各年分の特

許料（特 108 条２項），又は，②納付を猶予され

た第１年目から第 10 年目の各年分の特許料

（特 109 条）については，所定の期間を経過した

後であっても，割増特許料を納付することで特

許料を追納することができる（特 112条１項）。本

問は，第１年目から第３年目の各年分の特許料

であるので、①にも②にも該当しない。したがっ

て，割増特許料を納付しても追納できない。よっ

て，本枝は誤り。 

 

P.48 

H21-19 

枝１ 

解説 

 

１ × 特 44条１項３号 

特許出願人は，特許査定の謄本の送達があ

った日から 30日以内であれば，分割出願をする

ことができる（特 44条１項３号）。 

 

 

１ × 特 44条１項２号 

特許出願人は，特許査定の謄本の送達があっ

た日から 30日以内であれば，分割出願をするこ

とができる（特 44条１項２号）。 

 

P.73 

H19-59 

枝（ロ） 

問題 

 

(ロ) 特許出願人は，拒絶査定不服審判の請求

の日から 30 日以内に特許請求の範囲につい

て補正を行う場合，願書に最初に添付した明細

書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項

の範囲内においてするものであれば，拒絶理由

通知に係る拒絶の理由に示された事項につい

てするものでなくとも，明りょうでない記載の釈

明を目的とする補正を行うことができる。 

 

 

(ロ) 特許出願人は，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う場

合，願書に最初に添付した明細書，特許請求の

範囲又は図面に記載した事項の範囲内におい

てするものであれば，拒絶理由通知に係る拒絶

の理由に示された事項についてするものでなく

とも，明りょうでない記載の釈明を目的とする補

正を行うことができる。 

 

P.73 

H19-59 

枝（ニ） 

問題 

 

(ニ) 特許出願人は，拒絶査定不服審判の請求

の日から 30 日以内に特許請求の範囲につい

て補正を行う場合，願書に最初に添付した明細

書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項

の範囲内においてするものであれば，特許請求

の範囲の減縮を目的として，請求項に記載した

発明を特定するために必要な事項を追加するい

かなる補正であっても行うことができる。 

 

 

(ニ) 特許出願人は，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う場

合，願書に最初に添付した明細書，特許請求の

範囲又は図面に記載した事項の範囲内におい

てするものであれば，特許請求の範囲の減縮を

目的として，請求項に記載した発明を特定する

ために必要な事項を追加するいかなる補正であ

っても行うことができる。 

 

P.74 

H19-59 

枝（ニ） 

解説 

 

拒絶査定不服審判の請求の日と同時に特許

請求の範囲について補正を行う場合であって，

特許請求の範囲の減縮を目的とする補正は，

請求項に記載した発明を特定するために必要な

事項を限定するものに限られる（特 17 条の２第

５項２号かっこ書）。 

 

 

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う場合であって，特

許請求の範囲の減縮を目的とする補正は，請

求項に記載した発明を特定するために必要な

事項を限定するものに限られる（特 17条の２

第５項２号かっこ書）。 

 



 

 （誤） （正） 

 

P.80 

H22-1 

枝（ニ） 

解説 

 

(ニ) ○ パリ４条Ｂ，特 30条１項 

新規性喪失の例外の適用を受けるために

は，公知となった日から６月以内に特許出願を

しなければならない（特 30条１項）。 

 

 

(ニ) ○ パリ４条Ｂ，特 30条２項 

新規性喪失の例外の適用を受けるために

は，公知となった日から６月以内に特許出願を

しなければならない（特 30条２項）。 

 

P.89 

H20-8 

枝４ 

解説 

 

一方，国際特許出願では，国内優先権の主

張の基礎とされた先の出願は，国内処理基準

時（特 184 条の４第４項）又は国際出願日（特

184 条の３第１項）から１年３月を経過した時の

いずれか遅い時に取り下げたものとみなす（特

184条の 15第４項で読み替える特 42条１項）。 

 

 

一方，国際特許出願では，国内優先権の主

張の基礎とされた先の出願は，国内処理基準

時（特 184 条の４第６項）又は国際出願日（特

184 条の４第１項）から１年３月を経過した時の

いずれか遅い時に取り下げたものとみなす（特

184条の 15第４項で読み替える特 42条１項）。 

 

P.102 

H21-48 

枝（ロ） 

解説 

 

 

Point 特 67 条２項の政令で定める処分は，①

特許権者，②専用実施権，③登録した通常実

施権者のいずれかが受けていれば足りる（特 67

条の３第１項２号）ことと混同しないように注意し

ましょう。 

 

 

Point 特 67 条２項の政令で定める処分は，①

特許権者，②専用実施権，③通常実施権者の

いずれかが受けていれば足りる（特 67条の３第

１項２号）ことと混同しないように注意しましょう。 

 

 

P.124 

H19-44 

枝（ニ） 

解説 

 

 

通常実施権は，その発生後に特許権を取得

した者に対してもその効力を生ずる（特 99条）。 

 

通常実施権は，その発生後に特許権を取得

した者に対してもその効力を有する（特 99条）。 

 

P.124 

H19-44 

枝（ホ） 

解説 

 

 

通常実施権は，その発生後に特許権を取得

した者に対してもその効力を生ずる（特 99条）。 

 

通常実施権は，その発生後に特許権を取得し

た者に対してもその効力を有する（特 99条）。 

 

P.136 

H21-59 

枝３ 

解説 

 

 

３ × 特 34条の３第５項 

仮通常実施権に係る特許出願について，分

割出願（特 44 条）があったときは，当該仮通常

実施権を有する者に対し，当該分割出願に基づ

く特許権について，仮通常実施権が許諾された

ものとみなす（特 34条の３第５項）。 

 

 

３ × 特 34条の３第６項 

仮通常実施権に係る特許出願について，分

割出願（特 44 条）があったときは，当該仮通常

実施権を有する者に対し，当該分割出願に基づ

く特許権について，仮通常実施権が許諾された

ものとみなす（特 34条の３第６項）。 

 

 

P.152 

H23-39 

枝２ 

解説 

 

 

Point 仮に本枝が正しいと仮定すると，「特許権

者はシカトすれば特許が無効にならない」という

ことになるので，本枝が誤りであると容易に導け

ますね。 

 

Point 仮に本枝が誤りと仮定すると，「特許権

者はシカトすれば特許が無効にならない」という

ことになるので，本枝が正しいと容易に導けます

ね。 

 



 

 （誤） （正） 

 

P.158 

H23-15 

枝３ 

解説 

 

 

３ ○ 特 156条２項，３項 

審決は，審理の終結の通知を発した日から２

０以内にしなければならない。ただし，事件が複

雑であるとき，その他やむを得ない理由がある

ときは，この限りでない（特 156条３項）。よって，

前段は正しい。また，審判長は，必要があるとき

は，審理の終結の通知をした後であっても，当

事者若しくは参加人の申立により又は職権で，

審理の再開をすることができる（同条２項）。よっ

て，後段も正しい。 

 

 

３ ○ 特 156条３項，４項 

審決は，審理の終結の通知を発した日から２

０日以内にしなければならない。ただし，事件が

複雑であるとき，その他やむを得ない理由があ

るときは，この限りでない（特 156 条４項）。よっ

て，前段は正しい。また，審判長は，必要がある

ときは，審理の終結の通知をした後であっても，

当事者若しくは参加人の申立により又は職権

で，審理の再開をすることができる（同条３項）。

よって，後段も正しい。 

 

 

P.188 

H23-52 

枝４ 

解説 

 

 

実 14条７項の訂正があったときは，その訂正

後における明細書，実用新案登録請求の範囲

等により出願及び実用新案権の設定の登録が

されたものとみなす（実 14条の２第 11項）。した

がって，訂正があったときは，訂正要件違反（同

条２項から４項）であっても，訂正後の内容で設

定登録されたものとみなされる。よって，本枝は

正しい。 

 

 

実 14 条の２第１項の訂正があったときは，そ

の訂正後における明細書，実用新案登録請求

の範囲等により出願及び実用新案権の設定の

登録がされたものとみなす（実 14 条の２第 11

項）。したがって，訂正があったときは，訂正要

件違反（実 14 条の２第２項から４項）であって

も，訂正後の内容で設定登録されたものとみな

される。よって，本枝は正しい。 

 

 

P.190 

H22-26 

枝（イ） 

解説 

 

 

Point 特 134 条の２第５項の読み替えによっ

て，「特許無効審判の請求がされていない請求

項に係る減縮，誤記・誤訳を目的とする訂正に

ついては，独立特許要件をみたす必要がある」

と規定されていることからも，特許無効審判の

請求がされていない請求項であっても訂正でき

ることは明らかですね。 

 

 

Point 特 134 条の２第９項の読み替えによっ

て，「特許無効審判の請求がされていない請求

項に係る減縮，誤記・誤訳を目的とする訂正に

ついては，独立特許要件をみたす必要がある」

と規定されていることからも，特許無効審判の

請求がされていない請求項であっても訂正でき

ることは明らかですね。 

 

 

P.203 

H20-4 

枝（ニ） 

解説 

 

 

Point 特許審判の再審範囲は，「裁判所は，再

審開始の決定が確定した場合には，不服申立

ての限度で，本案の審理及び裁判をする」という

民事訴訟法 348 条１項の規定を準用しています

（特174条５項）。再審は非常の不服申立手段で

あるため，その審理範囲は必要最小限に限定さ

れています。したがって，職権探知主義の下で

他の理由も審理するということは許されるはず

がありません。 

 

 

Point 特許審判の再審範囲は，「裁判所は，再

審開始の決定が確定した場合には，不服申立

ての限度で，本案の審理及び裁判をする」という

民事訴訟法 348 条１項の規定を準用しています

（特174条４項）。再審は非常の不服申立手段で

あるため，その審理範囲は必要最小限に限定さ

れています。したがって，職権探知主義の下で

他の理由も審理するということは許されるはず

がありません。 

 

 

P.211 

H23-30 

枝５ 

解説 

 

 

５ × 特 181条５項 

 審判官は，審決取消訴訟において審決を取消

す旨の判決（特 181 条１項）が確定したときは，

さらに審理を行い，審決又は決定をしなければ

ならない。 

 

 

５ × 特 181条２項 

 審判官は，審決取消訴訟において審決を取消

す旨の判決（特 181 条１項）が確定したときは，

さらに審理を行い，審決又は決定をしなければ

ならない（特 181条２項）。 

 

 



 
 （誤） （正） 

 

P.222 

H21-7 

枝４ 

解説 

 

 

また，訂正後の特許発明が，当該無効審決

において対比された公知事実により無効とされ

るべき場合があり得ないではないが，その様な

場合には，独立特許要件違反（特 126条５項）と

して，新たな無効審判により判断されることが法

律上予定されている（特 123条１項８号）。 

 

 
また，訂正後の特許発明が，当該無効審決

において対比された公知事実により無効とされ

るべき場合があり得ないではないが，その様な

場合には，独立特許要件違反（特 126条７項）と

して，新たな無効審判により判断されることが法

律上予定されている（特 123条１項８号）。 

 
 

P.246 

H20-1 

枝（ハ） 

解説 

 

 

Point 請求項の減縮等の請求項の削除以外の

訂正があったときは，訂正した明細書及び実用

新案登録請求の範囲に記載した事項並びに図

面の普通実用新案公報に掲載される（実 14 条

の２第 12 項）。なお，いずれの訂正であっても，

その訂正後における明細書等により出願及び

登録がされたとみなされるため（実 14 条の２第

11項），問題文後段は正しい。 

 

 

Point 請求項の減縮等の請求項の削除以外の

訂正があったときは，訂正した明細書及び実用

新案登録請求の範囲に記載した事項並びに図

面の内容が実用新案公報に掲載される（実 14

条の２第 12 項）。なお，いずれの訂正であって

も，その訂正後における明細書等により出願及

び登録がされたとみなされるため（実 14 条の２

第 11項），問題文後段は正しい。 

 
 

P.250 

H23-19 

枝３ 

解説 

 

 

Point 実用新案法では，基礎的要件を満たして

いる限り，「訂正があったとき」（実14条の２第11

項）に訂正の効果が生じます。一方，特許法の

訂正請求では，特許無効審判の「審決が確定し

たとき」（特 134条の２第５項で準用する 128条）

に訂正の効果が生じます。 

 

 
Point 実用新案法では，基礎的要件を満たして

いる限り，「訂正があったとき」（実14条の２第11

項）に訂正の効果が生じます。一方，特許法の

訂正請求では，特許無効審判の「審決が確定し

たとき」（特 134条の２第９項で準用する 128条）

に訂正の効果が生じます。 

 
 

P.250 

H23-19 

枝４ 

解説 

 

 

実用新案法には，特 134 条の３第４項のよう

な規定はない。実用新案法では，実体審理なく

訂正が認められるからである（実 14条の２第 11

項）。したがって，訂正が初めからなかったもの

とみなされる場合はない。よって，本枝は誤り。 

Point 前述のとおり，「訂正があったとき」（実 14

条の２第 11 項）に訂正の効果が生じるため，請

求が併存することはありません。したがって，実

用新案法には，特許法のように訂正請求の併

存の調整規定（特 134条の３第４項）は存在しま

せん。 

 

 

このような規定はない。実用新案法では，実

体審理なく訂正が認められるからである（実 14

条の２第 11項）。したがって，訂正が初めからな

かったものとみなされる場合はない。よって，本

枝は誤り。 

Point 前述のとおり，「訂正があったとき」（実 14

条の２第 11 項）に訂正の効果が生じるため，請

求が併存することはありません。 

 

 

P.250 

H23-19 

枝５ 

解説 

 

 

Point 実 14 条の２第１項の訂正の場合（同条

10 項）と，混同しないようにしましょう。なお，特

許法では，請求項の削除を目的とした訂正審判

でも訂正明細書が必要とされている（特１３１条

３項）こととの相違もあわせて抑えましょう。 

 

 

Point 実 14 条の２第１項の訂正の場合（同条

10 項）と，混同しないようにしましょう。なお，特

許法では，請求項の削除を目的とした訂正審判

でも訂正明細書が必要とされている（特１３１条

４項）こととの相違もあわせて抑えましょう。 

 
 



 
 （誤） （正） 

 

P.254 

H20-33 

枝（ニ） 

解説 

 

 

実用新案登録請求の範囲等の訂正（実 14 条

の２）には特許法の独立特許要件（特 126 条５

項）に相当する要件は課されない。 

 

実用新案登録請求の範囲等の訂正（実 14 条

の２）には特許法の独立特許要件（特 126 条７

項）に相当する要件は課されない。 

 
P.260 

H22-40 

枝４ 

解説 

 

 

Point 実用新案登録に基づく特許出願は，請求

項ごとにすることは認められていません（特 185

条，実 50条）。 

 
Point 実用新案登録に基づく特許出願は，請求

項ごとにすることは認められていません（特 185

条，実 50条の２）。 
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