
 『論文もみるみる上達する弁理士短答式過去問集② 意匠法・商標法（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３版暫定版（201X.XX.XX） 

 （誤） （正） 

 

P. 154 

H22-50 

枝３ 

解説 

 

 

国旗，菊花紋章，勲章，褒章又は外国の国旗

と同一又は類似の商標（商４条１項１号）は，商

標登録を受けることができない。しかし，菊花紋

章等が商標の一部を構成しても，商標全体から

見て菊花紋章等と類似でなければ商標登録を

受けることができる。よって，本枝は誤り。 

Point  旧法では，菊花紋章を一部に含む商標

は商標登録を受けることができないとされてい

ました。現行法では，国旗と同様に全体として判

断して取り扱われています。 

 

 

国旗，菊花紋章，勲章，褒章又は外国の国旗

と同一又は類似の商標（４条１項１号）は，商標

登録を受けることができない。ここで，商標の一

部に菊花紋章を顕著に有するものは，菊花紋章

に類似するものとする（審査基準）。したがって，

商標の一部に菊花紋章を顕著に有するものは，

商標登録を受けることができない。よって，本枝

は誤り。 

Point  審査基準では，「菊花の紋章」について

商標登録を受けることができる場合（例外）が記

載されていますが，「菊花紋章」についての例外

は記載されていません。「菊花紋章」と菊花紋章

を変形等した「菊花の紋章」との言葉の使い分

けに注意しましょう。 

 

 

P. 164 

H22-56 

枝４ 

解説 

 

 

団体商標の商標登録を受けることができる者

は，商７条１項に規定される一般社団法人，そ

の他の社団，事業協同組合，その他の特別の

法律により設立された組合等である。ここで，

「事業協同組合」とは，中小企業等協同組合法

に規定する事業協同組合を指す。よって，本枝

は正しい。 

 

 

地域団体商標の商標登録を受けることができ

る者は，商７条の２第１項に規定される事業協

同組合，その他の特別の法律により設立された

組合等である。ここで，「事業協同組合」とは，例

えば，中小企業等協同組合法に基づいて設立

された事業協同組合が該当する。よって，本枝

は正しい。 

Point  中小企業等協同組合法や農業協同組

合法には、商７条の２第１項かっこ書の定めが

あります。 

 

 

P. 180 

H22-39 

枝２ 

解説 

 

 

・・・この更新申請の制度は，商標法条約に対応

使用チェックや実体審査を行うことなく更新を認

めるために，従前の更新登録の出願に替えて

導入されたものである（平成８年法改正）。 

 

 

・・・この更新申請の制度は，商標法条約に対応

し，使用チェックや実体審査を行うことなく更新

を認めるために，従前の更新登録の出願に替

えて導入されたものである（平成８年法改正）。 

 

 

P. 180 

H22-39 

枝３ 

解説 

 

 

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（商 19 条２

項）。この更新申請の制度は，商標法条約に対

応使用チェックや実体審査を行うことなく更新を

認めるために，従前の更新登録の出願に替え

て導入されたものである（平成８年法改正）。よ

って，本枝は誤り。 

 

 

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（商 19 条２

項）。この更新申請の制度は，商標法条約に対

応し，使用チェックや実体審査を行うことなく更

新を認めるために，従前の更新登録の出願に

替えて導入されたものである（平成８年法改

正）。よって，本枝は，更新登録の「申請」ではな

く「出願」とする点で誤り。 

 



 

 （誤） （正） 

 

P. 216 

H22-46 

枝４ 

解説 

 

 

・・・本問では，通常使用権者が登録商標を使用

しており，使用する商品「b」は，指定商品「a」に

類似しているため，禁止権の範囲での使用に該

当する。したがって，当該取消審判（商 53 条１

項）により取り消される場合がある。よって，本

枝は誤り。 

 

 

・・・本問では，通常使用権者が登録商標を使用

しており，使用する商品「b」は，指定商品「a」に

類似していれば，禁止権の範囲での使用に該

当する。したがって，当該取消審判（商 53 条１

項）により取り消される場合がある。よって，本

枝は誤り。 

 

   

   

   

   

   



■第２版（2011.12.25） 

 （誤） （正） 

 

P.124 

H23-37 

枝（ホ） 

解説 

 

 

Point  意匠法には訂正審はありません。 

 

 

Point  意匠法には訂正審判はありません。 

 

 

P.190 

H21-60 

Special 

Point 

 

Special Point 

 ・・・ 

次に，通常使用権者には，原則として差止請

求権の代位行使は認められないものと解しま

す。なぜなら，通常使用権者の許諾契約におい

ては，通常使用権者が商標権者の侵害者に対

する差止請求権を代位行使することによって，

商標権者の通常使用権者に対する債務の履行

が確保される関係に立たないため，被保全債権

権が存在しないことになるからです。 

 

 

Special Point 

 ・・・ 

次に，通常使用権者には，原則として差止請

求権の代位行使は認められないものと解しま

す。なぜなら，通常使用権者の許諾契約におい

ては，通常使用権者が商標権者の侵害者に対

する差止請求権を代位行使することによって，

商標権者の通常使用権者に対する債務の履行

が確保される関係に立たないため，被保全債権

が存在しないことになるからです。 

 

   

   

 
 



■第１版（2011.12.01） 

 （誤） （正） 

 

P.22 

H19-6 

枝２ 

解説 

 

一定要件下，先願及び後願の出願人が同一

の場合には，法３条の２の規定は適用されない

（意３条の２ただし書）。独自性の高い自己の製

品デザインの保護強化を図るべく平成 18 年に

改正されたものである。ここで，先後願の出願人

の同一性は後願の査定の時点において判断さ

れる。意３条の２の規定の趣旨は権利関係の錯

綜防止であるため，可能な限り権利成立の近い

時点で判断すべきだからである。本問では，A と

B の出願人は出願の時点では異なる。しかし，

乙が出願 Aの査定時前に，甲より意匠イについ

て意匠登録を受ける権利を譲り受けることがで

きれば，乙は意３条の２ただし書の適用を受け

ることができる。したがって，乙は，意匠ロにつ

いて意匠登録を受けることができる。よって，本

枝は誤り。 

Point  特 29 条の２では，判断時期は明文で，

後願出願時となっています。この相違は，新規

発明の公開代償と権利の錯綜防止という趣旨

の違いに由来します。 

また，後願を先願者に譲渡して意３条の２た

だし書の適用を受ける際には，後願の査定時ま

でに届出をする必要があります。逆に，先願を

後願者が譲り受けて意３条の２ただし書の適用

を受ける場合には，先願の査定時までに届出を

する必要があります。先願の登録後は，意匠権

の譲渡はできますが，出願は継続していないた

め，先願の出願人になるということは不可能に

なってしまいます。 

 

 

一定要件下，先願及び後願の出願人が同一

の場合には，法３条の２の規定は適用されない

（意３条の２ただし書）。独自性の高い自己の製

品デザインの保護強化を図るべく平成 18 年に

改正されたものである。ここで，先後願の出願人

の同一性は後願の査定の時点において判断さ

れる。意３条の２の規定の趣旨は権利関係の錯

綜防止であるため，可能な限り権利成立の近い

時点で判断すべきだからである。本問では，A と

B の出願人は出願の時点では異なる。しかし，

甲が乙より意匠ロについて意匠登録を受ける権

利を譲り受けることができれば，甲は意３条の２

ただし書の適用を受けることができる。したがっ

て，意匠ロが意匠登録を受けることができる場

合がある。よって，本枝は誤り。 

Point  特 29 条の２では，判断時期は明文で，

後願出願時となっています。この相違は，新規

発明の公開代償と権利の錯綜防止という趣旨

の違いに由来します。 

なお、先の意匠登録出願について、意匠登録

を受けた場合、その出願人は、設定の登録時の

出願人と解されています。したがって、後願を先

願者に譲渡して意３条の２ただし書の適用を受

ける際には，後願の査定時までに届出をする必

要があります。逆に，先願を後願者が譲り受け

て意３条の２ただし書の適用を受ける場合に

は，先願の査定時までに届出をする必要があり

ます。先願の登録後は，意匠権の譲渡はできま

すが，出願は継続していないため，先願の出願

人になるということは不可能になってしまいま

す。よって、本枝では、乙が甲より意匠イについ

て意匠権を譲り受けても、「乙」は意匠登録を受

けることができません。 

 

 

P.22 

H19-6 

枝３ 

解説 

 

Point 意３条の２では，意匠にかかる物品の同

一・類似は問題となりません。なお，本枝でも，

出願人同一の例外まで考えると，登録を受ける

ことができることとなります。しかし，上記枝２は

主体を，本枝３は客体を問うているので，かかる

例外は題意から外れると考えられます。 

 

Point 意３条の２では，意匠にかかる物品の同

一・類似は問題となりません。なお，本枝でも，

出願人同一の例外まで考えると，登録を受ける

ことができることとなります。しかし，「甲」は意匠

登録を受けることができますが、先願の出願人

「乙」は意匠登録を受けることはできません（枝２

の Point参照）。 

 

 



 

 （誤） （正） 

 

P.36 

H20-39 

枝（ハ） 

解説 

 

 

Point 本枝は，複数回公知の論点です。この考

え方は特許法でも同様です。もっとも，特許法に

おいては「行為に起因して」という要件ではない

ため，「第三者の行った後の公知行為は先の公

知行為と密接不可分であるため，「刊行物に発

表することにより」（特 30 条１項）公知となったと

いえる」と論述します。 

 

 

Point 本枝は，複数回公知の論点です。この考

え方は特許法でも同様です。 

 

 

P.40 

H22-49 

枝１ 

解説 

 

 

Point 「意匠登録出願でないものとみなされる」

のは，次の枝２の意９条４項ですね。 

 

 

（削除） 

 

P.42 

H23-22 

枝５ 

解説 

 

 

Point 協議不成立（意９条２項）により拒絶審決

が確定したときに，９条３項各号に掲げる事項が

意匠公報に掲載される（意 66条３項）ことと混同

をさせるいやらしい問題です。 

 

Point 協議不成立（意９条２項）により拒絶審決

が確定したときに，意 66 条３項各号に掲げる事

項が意匠公報に掲載される（意 66条３項）ことと

混同をさせるいやらしい問題です。 

 

P.179 

H22-39 

枝４ 

問題 

 

 

４ 登録料を分割して納付することによって商標

権の存続期間の更新登録を受けた者が，当該

商標権の存続期間の満了前５年までに納付す

べき登録料を納付することができなかった場合

において，その満了前５年の経過後６月以内に

その登録料を納付しなかったときでも，その責め

に帰することができない理由により納付をするこ

とができなかったときは，その理由がなくなった

日から 14 日以内でその期間経過後６月以内で

あれば，納付をすることができる。 

 

 

４ 登録料を分割して納付することによって商標

権の存続期間の更新登録を受けた者が，当該

商標権の存続期間の満了前５年までに納付す

べき登録料を納付することができなかった場合

において，その満了前５年の経過後６月以内に

その登録料を納付しなかったときでも，その期

間内にその申請ができなかったことについて正

当な理由があるときは、その理由がなくなった日

から２月以内でその期間経過後６月以内であれ

ば，納付をすることができる。 

 

 

P.180 

H22-39 

枝４ 

解説 

 

 

分割納付による後半分の登録料の納付に

は，不責事由に基づく権利回復のための６月の

猶予期間が設けられていない。 

 

分割納付による後半分の登録料の納付に

は，正当理由に基づく権利回復のための６月の

猶予期間が設けられていない。 

 

P.182 

H22-35 

枝（イ） 

解説 

 

 

（イ） ○ 商２条３項３号  

商２条３項３号の条文通りであり，本枝の行為

は，使用に該当する。 

 

（イ） ○ 商２条３項２号  

商２条３項２号の条文通りであり，本枝の行為

は，使用に該当する。 

   

   

 
 
taest さん、slice さん、ごまちゃんさん、情報を提供いただきありがとうございました。 


