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宮口流 短答・論文リベンジ合格法 

～学習経験者目線の死角のない学習法とは～ 

【宮口 聡 LEC専任講師】

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）、最新の改正部分 

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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論文トリニティ講座 

テキスト見本 
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第１章 法目的及び意匠法特有の制度 1.1 

法目的 

目的（１条） 

この法律は、意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、もって産

業の発達に寄与することを目的とする。 

１．趣旨（青本） 

本条は、この法律の目的について規定したものである。法律の冒頭に目的規定を置き、

その法律の趣旨、性格等を明らかにするという 近の立法の傾向にならったものである。 

意匠の創作は、特許法における発明、実用新案法における考案と同じく、抽象的なもの

である。しかし、発明、考案が自然法則を利用した技術的思想の創作であり、特許法、実

用新案法はその側面からの保護を目的としているのに対し、意匠法は２条１項の表現から

も明らかなように美感の面からアイデアを把握し、これを保護しようとするものである。 

すなわち、特許法及び実用新案法と意匠法とでは保護の方法が異なるのである。 

本条に規定されているように、この法律の目的は意匠の保護及び利用を図って、意匠の

創作を奨励し、産業の発達に寄与することである。 

意匠と産業の発達の関係についてはいくつかの態様が考えられる。 

まず、優れた意匠を商品に応用することによって需要が増加し、産業の興隆が実現され

る場合がある。 

第二に優れた意匠が同時に技術的に優れている場合もあり、技術の進歩ひいては産業の

発達が意匠そのものによって直接に実現される場合がある。 

２．意匠権と商標権・著作権（青本） 

意匠権は商標権又は著作権と抵触する場合がある（26 条）。すなわち、同一のアイデア

が意匠権、商標権、著作権それぞれの対象になり得るのである。 

これらの権利について簡単に説明すれば、意匠権と商標権とは工業所有権であるという

点で共通するが、保護の対象が異なる。 

意匠権が美的な創作を保護するものであるのに対し、商標権の対象は商標を使用する者

の業務上の信用である。業務上の信用と無関係なものは意匠であっても商標ではなく、視

覚を通じて美感を起こさせることができないものは商標ではありえてもそれについて意

匠登録を受けることができない。 

また意匠権と著作権との相違は、前者が産業政策的観点から認められる権利であって、

国家の行政処分によって発生するのに対し、後者は著作者の精神的表現に関しその人格

的・財産的利益を保護することを目的とする権利であり、著作物の成立と同時に発生する

点である。 
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第１章 法目的及び意匠法特有の制度 1.2 

部分意匠制度 
 

定義等（２条１項、２項） 

１ この法律で「意匠」とは、物品（物品の部分を含む。第８条を除き、以下同じ。）の

形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせる

ものをいう。 

２ 前項において、物品の部分の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合には、物品の操作（当該

物品がその機能を発揮できる状態にするために行われるものに限る。）の用に供される画像であっ

て、当該物品又はこれと一体として用いられる物品に表示されるものが含まれるものとする。 

３ この法律で意匠について「実施」とは、意匠に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡

し、輸出し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出（譲渡又は貸渡しのための展

示を含む。以下同じ。）をする行為をいう。 

４ この法律で「登録意匠」とは、意匠登録を受けている意匠をいう。 

 

【R1改正後の２条】 

１ この法律で「意匠」とは、物品（物品の部分を含む。以下同じ。）の形状、模様若しくは色彩

若しくはこれらの結合（以下「形状等」という。）、建築物（建築物の部分を含む。以下同じ。）

の形状等又は画像（機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表

示されるものに限り、画像の部分を含む。次条２項、37条２項、38条７号及び８号、44条の３

第２項６号並びに55条２項６号を除き、以下同じ。）であって、視覚を通じて美感を起こさせる

ものをいう。 

２ この法律で意匠について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。 

一 意匠に係る物品の製造、使用、譲渡、貸渡し、輸出若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡し

の申出（譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。）をする行為 

二 意匠に係る建築物の建築、使用、譲渡若しくは貸渡し又は譲渡若しくは貸渡しの申出をす

る行為 

三 意匠に係る画像（その画像を表示する機能を有するプログラム等（特許法２条４項に規定す

るプログラム等をいう。以下同じ。）を含む。以下この号において同じ。）について行う次の

いずれかに該当する行為 

イ 意匠に係る画像の作成、使用又は電気通信回線を通じた提供若しくはその申出（提供の

ための展示を含む。以下同じ。）をする行為 

ロ 意匠に係る画像を記録した記録媒体又は内蔵する機器（以下「画像記録媒体等」という。）

の譲渡、貸渡し、輸出若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為 

３ この法律で「登録意匠」とは、意匠登録を受けている意匠をいう。 

１．部分意匠の成立要件（審査基準 71.1） 

⑴ 部分意匠の意匠に係る物品は、意匠法の対象とする物品と認められなければならない。 

⑵ 当該物品全体の形態の中で一定の範囲を占める部分である。 

⑶ 当該物品において、他の意匠と対比する際に対比の対象となり得る部分である。 
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２．部分意匠の記載要件（審査基準 71.2） 

⑴「意匠に係る物品」の欄の記載  

部分意匠の意匠登録出願をする場合は、願書の「意匠に係る物品」の欄には、全体

意匠の意匠登録出願をする場合と同様に、意匠法７条の規定により別表第一の下欄に

掲げる物品の区分又はそれと同程度の区分による物品の区分が記載されていなければ

ならない。  

例えば、カメラの意匠の創作において、「意匠登録を受けようとする部分」が当該

グリップ部分であっても、権利の客体となる意匠に係る物品が当該グリップ部分を含

む「カメラ」であることから、願書の「意匠に係る物品」の欄には、「カメラ」と記

載されていなければならない。  

⑵「意匠の説明」の欄の記載  

意施規様式第６備考 11 は、図面において「意匠登録を受けようとする部分」と「そ

の他の部分」のいずれも含む場合には、「意匠登録を受けようとする部分」は実線で

描き、「その他の部分」を破線で描く等により意匠登録を受けようとする部分を特定

し、かつその特定方法を願書の「意匠の説明」の欄に記載する旨規定している。 

したがって、一組の図面において、「意匠登録を受けようとする部分」をどのように

して特定したか、その方法が願書の「意匠の説明」の欄に記載されていなければなら

ない。  

ただし、図面の記載のみで「意匠登録を受けようとする部分」と「その他の部分」

を特定できる場合は、意匠登録を受けようとする部分を特定する方法が記載されてい

なくてもよい。 

なお、願書の「意匠の説明」の欄の記載のみで意匠登録を受けようとする部分を特

定することは認められない。 

⑶「意匠に係る物品の説明」の欄の記載  

意匠法施行規則様式第２備考39の規定は、部分意匠の意匠登録出願にも適用される。

したがって、部分意匠の意匠に係る物品が、経済産業省令で定める物品の区分のいず

れにも属さない場合には、その物品の使用の目的、使用の状態等物品の理解を助ける

ことができるような説明が、願書の「意匠に係る物品の説明」の欄に記載されていな

ければならない。 

⑸ 図面の記載 

立体的なものについて部分意匠の意匠登録出願をする場合は、意匠法施行規則様式第

６備考11の規定によれば、意匠法施行規則様式第６備考８に規定される一組の図面にお

いて、「意匠登録を受けようとする部分」を実線で描き、「その他の部分」を破線で描く

等により「意匠登録を受けようとする部分」が特定されていなければならない。 

⑶「部分意匠」の欄  

令和１年５月１日施行の審査基準にて、願書の「部分意匠」の欄が廃止された。  
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３．部分意匠の意匠登録出願に係る意匠の認定（審査基準 71.3） 

部分意匠の意匠登録出願に係る意匠の認定は、部分意匠の意匠に係る物品、「意匠登

録を受けようとする部分」の用途及び機能、「意匠登録を受けようとする部分」の形態、

「意匠登録を受けようとする部分」の位置、大きさ、範囲に着目しつつ、願書の記載及

び願書に添付した図面等を総合的に判断して行う。 

４．部分意匠に関する意匠登録の要件（審査基準 71.4） 

⑴ 工業上利用することができる意匠であること（３条１項柱書）

⑵ 新規性を有すること（３条１項各号）

⑶ 創作非容易性を有すること（３条２項）

⑷ 先願意匠の一部と同一又は類似の後願意匠でないこと（３条の２）

５．効果 

要件具備を条件に、部分意匠の意匠権が発生する（18 条、20 条）。 

部分意匠の意匠権の効力※は、全体意匠と同様、登録意匠と同一又は類似の範囲に及ぶ

（23 条）。 

※…基本書（小谷悦司・小松陽一郎編『意匠・デザインの法律相談』青林書院 428 頁 小

谷悦司 著）においては、以下のように記載されています。 

「独立説に立てば、位置関係等を問わない保護が認められますので、部分意匠権に

基づく利用関係の成立が認められる可能性があるといえますが、…要部保護説に立て

ば、部分意匠権の侵害は概括的な全体意匠における位置関係等をも問題とされる直接

侵害しかありえないこととなります。」 

したがって、基本的には、独立説の立場からは部分意匠の利用は成立するものと考

えられますが、要部説の立場からは部分意匠の利用は成立しないものと解しておけば

良いと考えられます

 VS  直接侵害（23） 

又は利用侵害 

 （23、26） 

 甲の登録部分意匠イ VS  正当な権原及び理由なき乙の実施意匠ロ 

独立説（消極説）…利用侵害（23 条） 

要部保護説（積極説）…直接侵害（23 条） 
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６．画像デザインの保護   …（産業競争力の強化に資する意匠制度の見直しについて） 

https://www.jpo.go.jp/news/public/iken/document/.../181217_an.pdf 

意匠法における意匠の定義は、「物品（物品の部分を含む。…）の形状、模様若しく

は色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起こさせるもの」（意匠法第2条

第1項）と規定されており、意匠法は原則として物品の形状等を保護対象としている。 

このため、画像デザインの保護ニーズの高まりに対し、これまでは、物品の形状等の

保護の範囲内で画像デザインの保護が図られるよう、意匠制度の見直しを行ってきた。  

まず、平成10年の意匠法改正で部分意匠制度（同法第2条第1項）が導入されたことに

伴い、物品の表示画面を部分意匠として登録することが可能になった。しかし、ここで

保護対象とされるのは、それがなければ物品自体が成り立たない画面デザイン（液晶時

計の時刻表示部等）に限定されていた。このような表示画像については、平成23年の意

匠審査基準改訂により、物品の機能を果たすために必要な表示を行う画像であり、あら

かじめ物品に記録された画像が保護対象であると明確化された。  

上記のような表示画像に加え、平成18年改正において２条２項が新設され、操作画像

（物品の機能を発揮できる状態にするための操作の用に供される画像）が意匠法の保護

対象に追加された。しかし、この改正により保護対象に追加されたのは、物品又は物品

と一体として用いられる物品（ディスプレイ等）に表示される操作画像に限られていた。  

また、いずれの画像についても、当初は、物品にあらかじめ記録された画像に保護対

象を限定することとされていたが、物品に後からインストールされたソフトウェアやア

プリ等の画像については、平成28年の意匠審査基準改訂により保護対象に追加された。 

しかし、ネットワークを通じて提供される画像等、物品に記録されていない画像につ

いては、引き続き保護対象外とされた。  

上記のとおり、これまで意匠法では、権利範囲を明確化する観点から、保護対象とな

る意匠と物品との関連性を強く求めてきた。 

しかしながら、近年のIoT等の新技術の浸透に伴い、画像については、物品との関連

性による制約が実態と合わなくなっている。 

例えば、昨今、個々の機器がネットワークでつながるIoTの普及に伴い、特にGUI（グ

ラフィカルユーザーインターフェース：利用者と機器が情報をやり取りする仕組み）の

役割が大きくなっているが、GUIの表示場所は、物品に限らず壁や人体等にまで拡大す

るなど多様化している。 

しかしながら、現行意匠法では、このような画像は、その表示場所が物品でないこと

をもって保護対象外となっている。  

また、近年、サーバーからネットワークを通じて個々の端末等に直接様々なサービス

を提供するクラウドサービスが浸透している。 

しかしながら、こうしたネットワークを通じて提供される画像は、現行意匠法におい

て、その画像が物品に記録されていないことをもって保護対象外となっている。  

諸外国を見ても、米国、欧州、中国、韓国では、画像が物品に記録されていることは

保護の要件とされておらず、また、米国、欧州では、物品以外の場所に投影される画像

についても、幅広く保護対象とされている等、日本よりも保護対象範囲が広い。  
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こうした状況を踏まえると、操作画像や表示画像については、画像が物品（又はこれ

と一体として用いられる物品）に記録・表示されているかどうかにかかわらず保護対象

とすることが適当であると考えられる。  

他方、壁紙等の装飾的な画像や、映画・ゲーム等のコンテンツ画像等は、画像が関連

する機器等の機能に関係がなく、機器等の付加価値を直接高めるものではない。これら

の画像については、意匠法に基づく独占的権利を付与して保護する必要性が低いと考え

られることから、保護対象に追加しないこととするべきである。  

画像デザインの保護を拡充するに当たり想定される懸念点については、下記のとおり

対応するべきである。  

まず、人間工学等の観点からユーザーの快適さを追求すると必然的に共通なものとな

る画像デザインについては、意匠登録するべきでないとの意見がある。 

しかし、このようなデザインについては、新規性（３条１項）又は創作非容易性（同

条２項）により拒絶されることが想定される。また、特定の機能を確保するために不可

欠な画像デザインは、「物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠」

についての不登録事由（５条３号）により拒絶されると考えられる。これらの点につい

ては、審査基準等を通じて明らかとすることを検討する必要がある。  

また、画像デザインの保護を拡充することで、クリアランス負担が増大することも懸

念されている。この点については、画像意匠の権利範囲について、その画像が関連する

機器等の機能により、一定の限定がかかるようにすることが考えられる。すなわち、画

像意匠の出願に際し、画像の用途が分かるように記載させることにより、機器等の機能

と画像との関係について確認することが考えられる。  

併せて、画像意匠のための意匠分類を、より効率的な検索に資するように改正し、

INPITが提供する画像意匠公報検索支援ツール（Graphic Image Park）等でも活用できる

ようにし、登録された画像意匠をより効率的に検索できる工夫を図り、その活用を促進

することにより、クリアランス負担の軽減に努めていくことが適当である。  

さらに、現行意匠法では、意匠の実施行為は、意匠に係る物品に着目して、その製造、

使用、譲渡等を実施行為と規定しているが、物品に記録・表示されているかどうかにか

かわらず画像意匠を保護することとした場合、画像意匠の実施行為についても、新たに

規定を設けることが必要である。画像意匠の実施行為については、現行意匠法の物品意

匠の実施行為や、特許法のプログラム等の発明に係る実施行為を参考に規定することが

適当である。  

具体的には、例えば、意匠登録された画像がアプリに用いられる場合、当該アプリを

作成する行為、ネットワークを通じて提供する行為、端末で使用する行為等がそれぞれ

実施行為に含まれると考えられる。 

一方、当該アプリがアップロードされたサーバーを管理する行為は、実施行為には含

まない方向で検討することが適当である。   
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７．空間デザインの保護   …（産業競争力の強化に資する意匠制度の見直しについて） 

https://www.jpo.go.jp/news/public/iken/document/.../181217_an.pdf 

意匠法は、「物品」の形状等を保護対象としており、「物品」は、有体物である動産

を意味するとされている。そのため、組立式の建物等のように、工業的に量産され、販

売時に動産として取り扱われるものについては、物品と認められ、意匠権で保護するこ

とができるものの、土地に定着した建築物等の不動産については、物品とは認められず、

意匠法による保護の対象外とされている。  

また、意匠法では、意匠登録出願は意匠ごとにしなければならない（一意匠一出願の

原則）と規定されている（７条）。この原則の例外として、複数の物品が一組として同

時に使用されるものであり、組物全体として統一があるときは、「組物の意匠」として

一出願で意匠登録を受けることができる（８条）。  

しかしながら、家具や什器の組合せや配置、建築物の一部（壁、天井、床等）の装飾

等により構成される内装については、この一意匠一出願の要件を満たさず、複数の物品

から構成される組物にも該当しないため、意匠権による保護の対象外とされている。  

昨今、モノのデザインのみならず、コト（経験）のデザインを重視する観点から、店

舗デザインに投資して独創的な意匠を凝らし、ブランド価値を創出して製品・サービス

等の付加価値や競争力を高める事例が見られるようになっている。建築物についても、

ブランド価値の創出の観点からデザインの重要性が高まっている。  

また、近年、オフィス家具・関連機器を扱う企業が、自社の製品を用いつつ特徴的な

オフィスデザインを設計し、顧客に提供する事例が生じている。  

こうした空間デザインは、著作権法で保護することも考えられるが、同法で保護され

る建築物はいわゆる建築芸術が主である。また、周知性や著名性があれば、不正競争防

止法による保護を受けることができるが、独創的な空間デザインを生かしたブランド構

築の取組を早い段階から保護する観点からは、周知性や著名性が生じる前から保護する

ニーズが高まっている。  

諸外国を見ても、米国や欧州においては、建築物の外観や内装は、意匠の保護対象と

されており、日本よりも保護対象が広い。  

こうした状況を踏まえ、現行意匠法の保護対象である「物品」（動産）に加え、「建築

物」（不動産）を意匠の保護対象とすべきと考えられる。  

内装についても、組物の意匠と同様、一意匠一出願の原則の例外として、家具や什器

等の複数の物品等の組合せや配置、壁や床等の装飾等により構成される内装が、全体と

して統一的な美感を起こさせるような場合に限り、一意匠として意匠登録を認めること

とし、その保護の拡充を図るべきである。  

内装意匠の保護対象とする施設については、上記のニーズも踏まえ、店舗等に限定す

ることなく、オフィスの内装等も含め幅広く保護対象とすることが適当である。  

また、内装を保護するにあたり、什器の組合せや配置等の各構成要素につき、どの点

に特徴や新規性・創作非容易性があるのかを明確に示すべきではないかという意見があ

る。この点については、権利範囲の明確化の観点から、出願人が、出願に際して、什器

の組合せや配置等の特徴の説明を行うことを求めるような仕組みを検討すべきである。  

併せて、特許庁においても、新規性・創作非容易性の判断に係る考え方を明確に示す

よう、意匠審査基準等の改訂を検討すべきである。 
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例題１－１

意匠法における部分意匠制度について、制度趣旨及び公知の意匠と意匠登録出願に係

る部分意匠との類否判断に言及しつつ、説明せよ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例題１－２

意匠法における画像の保護の範囲について、意匠が物品に係るものと規定されている

観点から述べよ（H29 意匠法 問題Ⅰ設問⑵）。 
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例題１－１ 

意匠法における部分意匠制度について、制度趣旨及び公知の意匠と意匠登録出願に係

る部分意匠との類否判断に言及しつつ、説明せよ（論文Ｈ25 設問１）。 

１．制度趣旨（青本２条） 

部分意匠は、意匠法２条１項の規定により、物品の部分の形状、模様若しくは色彩又

はこれらの結合であると定義される（審査基準 71.1） 

「物品」とは市場で流通する有体物であるとされていることから、昭和 34 年の現行法

制定時においては独立して取引の対象となり得ない物品の部分は、意匠法上の「物品」

ではなく、物品の部分に係る意匠は保護対象とはなっていなかった。 

しかし、独創的で特徴ある部分を取り入れつつ意匠全体で侵害を避ける巧妙な模倣が

増加し、十分にその投資を保護することができないものとなっていたことから、物品の

部分に係る意匠も保護対象となるように改正したものである（２条１項かっこ書）。 

２．公知の意匠と部分意匠との類否判断（審査基準 71.4.2.2.1） 

部分意匠と公知の意匠とが以下のすべてに該当する場合、両意匠は類似する。  

① 部分意匠の意匠に係る物品と公知の意匠の意匠に係る物品とが同一又は類似であ

ること  

② 部分意匠の意匠登録出願の「意匠登録を受けようとする部分」と公知の意匠にお

ける「意匠登録を受けようとする部分」に相当する箇所との用途及び機能が同一又

は類似であること  

③ 部分意匠の意匠登録出願の「意匠登録を受けようとする部分」と公知の意匠にお

ける「意匠登録を受けようとする部分」に相当する箇所との形態が同一又は類似で

あること  

④ 部分意匠の意匠登録出願の「意匠登録を受けようとする部分」の当該物品全体の

形態の中での位置、大きさ、範囲と公知の意匠における「意匠登録を受けようとす

る部分」に相当する箇所の当該物品全体の形態の中での位置、大きさ、範囲とが同

一又は当該意匠の属する分野においてありふれた範囲内のものであること  

なお、上記①から④について、すべて同一の場合、両意匠は同一となる。 

以上 

 

例題１－２ 

意匠法における画像の保護の範囲について、意匠が物品に係るものと規定されている

観点から述べよ（H29 意匠法 問題Ⅰ設問⑵）。 

これまで意匠法では、権利範囲を明確化する観点から、保護対象となる意匠と物品と

の関連性を強く求めてきた。しかし、近年のIoT等の新技術の浸透に伴い、画像について

は、物品との関連性による制約が実態と合わなくなっている。また、諸外国を見ても、

米国、欧州、中国、韓国では、画像が物品に記録されていることは保護の要件とされて

おらず、また、米国、欧州では、物品以外の場所に投影される画像についても、幅広く

保護対象とされている等、日本よりも保護対象範囲が広い。 こうした状況を踏まえ、

令和元年改正にて、操作画像や表示画像については、画像が物品に記録・表示されてい

るかどうかにかかわらず、保護対象とすることとした（２条１項）。      以上 
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第１章 法目的及び意匠法特有の制度 1.3

関連意匠制度 
 

関連意匠（10条） 

１ 意匠登録出願人は、自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから

選択した一の意匠（本意匠）に類似する意匠（関連意匠）については、当該関連意匠

の意匠登録出願の日（パリ優先権の主張を伴う意匠登録出願にあっては、 初の出願

の日。以下この項において同じ。）がその本意匠の意匠登録出願の日以後であって、20

条３項の規定によりその本意匠の意匠登録出願が掲載された意匠公報（同条４項の規

定により同条３項４号に掲げる事項が掲載されたものを除く。）の発行の日前である場

合に限り、９条１項又は２項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができる。 

２ 本意匠の意匠権について専用実施権が設定されているときは、その本意匠に係る関

連意匠については、前項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。 

３ 第１項の規定により意匠登録を受ける関連意匠にのみ類似する意匠については、意

匠登録を受けることができない。 

４ 本意匠に係る二以上の関連意匠の意匠登録出願があつたときは、これらの関連意匠

については、９条１項又は２項の規定は、適用しない。 

 

【関連意匠制度（意 10 条）の新旧比較】 

 旧 10 条   新 10 条（令和元年改正） 

 

１項 

関連意匠の出願ができるのは、
本意匠の出願日以後であって、20
条３項の意匠公報（20条４項により
20条３項４号に掲げる事項が掲載
されたものを除く。）の発行の日前
まで。 

関連意匠の出願ができるのは、本意
匠の出願日から10年以内。 
ただし、本意匠の意匠権が放棄・不

能・無効で消滅しているときはこの限
りではない。 

２項 本意匠の意匠権に専用実施権が
設定されていないこと 

本意匠の公報掲載後に関連意匠を出
願しても、３条１項３号で拒絶されない 

 

３項 

 

関連が関連にのみ類似するもの
でないこと 

「部分vs部分」の場合は、３条の２の
適用可能性もあるが、先願が秘密の場
合、20条４項公報の発行日前に出願す
れば、３条の２で拒絶されない（３条の
２但書の読替）。 

４項 

 

「関-関」との間でも、９条不適
用 

 

関連意匠にのみ類似する意匠につい
ては、当該関連意匠を本意匠とみな
す。→関のみに類似しても拒絶されず。 

 

５項 

 

 

        ＿ 

 

関連意匠にのみ類似する意匠につい
ては、当該関連意匠を本意匠とみなす。
→関のみに類似する意匠は、 初に選択 
した一の意匠（基礎意匠）の出願日から
10年以内に出願すべき。 

６項         － 本意匠の意匠権に専用実施権が設定
されていないこと 

７項         － 「関-関」との間でも、９条不適用 
（「基礎意匠」＝King of 本意匠） 

８項 － 関の公報掲載後に関を出願しても、３
条１項３号等で拒絶されない。 
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１．趣旨（青本） 

本条は、関連意匠について規定したものである。 

昭和34年の現行法制定時においては、バリエーションの意匠群を、一の登録意匠（本

意匠）とその登録意匠に類似する意匠（類似意匠）として保護する類似意匠制度が設け

られていたが、侵害訴訟の場では、類似意匠は本意匠の効力範囲を定める際に参酌され

るものに止まっており、侵害のおそれのある意匠が本意匠よりも類似意匠に類似してい

る場合でも、類似意匠に基づく侵害の成否は訴訟の対象とならず、本意匠の意匠権の侵

害の成否としてのみ訴訟が進められていた。 

バリエーションの意匠群は、創作の観点からは同等の価値を有するものであるにも関

わらず、類似意匠制度の下では、登録された意匠が本意匠か、類似意匠かにより、権利

の効力範囲に差異が現れるという事態が生じており、類似意匠として登録されたバリエ

ーションの意匠を的確に保護するものとはなっていなかった。 

このため、平成10年の一部改正において、このような問題点を有していた類似意匠制

度を廃止し、デザイン開発の過程で、一のデザイン・コンセプトから創作されたバリエ

ーションの意匠については、同日に同一出願人から出願された場合に限り、同等の価値

を有するものとして保護し、各々の意匠について権利行使することを可能とする関連意

匠制度を創設するものとした。 

平成10年の関連意匠制度創設時、関連意匠として意匠登録を受けることができるのは、

本意匠の意匠登録出願と同日に行われた意匠登録出願の意匠に限られていたが、平成18

年の一部改正において、デザイン重視の商品開発においては、当初製品投入後に需要動

向を見ながら追加的にデザイン・バリエーションを開発する等、デザイン戦略がより機

動化・多様化しつつあったことや、同日出願のみを認める制度下にあっては、市場投入

が予想されるデザイン・バリエーションのすべてについての図面等を当初出願時に準備

しなければならず、柔軟な出願方法に対応できないとの指摘があったことから、本意匠

の意匠公報（秘密とされていた登録意匠が秘密でなくなった場合に掲載されるものを除

く。）発行の前日までの間に出願された関連意匠についても意匠登録を受けることがで

きることとした。 

２．関連意匠制度の拡充  …（産業競争力の強化に資する意匠制度の見直しについて） 

https://www.jpo.go.jp/news/public/iken/document/.../181217_an.pdf 

近年、一貫したコンセプトに基づくデザイン開発が盛んとなる中で、同一のコンセプ

トに基づき、長期間にわたってモデルチェンジを継続的に行う企業が増えている。この

ようなケースにおいて、現行の出願可能期間では、こうしたデザインを十分に保護でき

ないという状況が生じている。  

かかる状況を踏まえ、一貫したデザインコンセプトに基づくデザインを保護するため、

下記のとおり関連意匠制度を拡充する。  

⑴ 関連意匠の出願可能期間の延長  

長期間にわたってモデルチェンジを継続的に行う企業のデザインを保護するため、

関連意匠の出願を、意匠公報発行日以降も可能とする。具体的には、企業のニーズ等

も踏まえつつ、関連意匠の出願可能期間を本意匠の出願から10年以内とする（１項）。 

ただし、本意匠の意匠権の消滅後も関連意匠の登録を可能とすると、一度パブリッ

クドメインとなった権利が復活し、第三者の予見可能性が制限されるため、本意匠の

意匠権が存続している場合に限り、関連意匠の出願を認めることとした（１項但書）。  
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なお、本意匠の意匠公報発行後に関連意匠を出願する場合、本意匠の権利者が既に

実際に自社製品等を製造・販売することにより本意匠を実施している場合であっても、

当該実施によって関連意匠の登録が妨げられることはない（２項）。  

他方、関連意匠制度は、あくまで自らの本意匠との関係について新規性や創作非容

易性の判断の例外を設ける制度であることから、本意匠の意匠公報発行後に、他人が

登録した意匠や他人が実施して公知となっている意匠等については、現行制度と同様、

引き続き、新規性や創作非容易性の判断において考慮される。  

なお、関連意匠の意匠権の存続期間は、本意匠の存続期間（本意匠の出願日から25

年）に合わせる（21条２項）。 

⑵ 関連意匠にのみ類似する意匠の登録  

製品等のデザインに少しずつ改良を加えていく開発手法が増加していることを踏ま

え、関連意匠にのみ類似する意匠を登録可能とするべきである。  

本意匠に類似する意匠（以下「関連意匠Ａ」という。）にのみ類似する意匠（以下「関

連意匠Ｂ」という。）の登録要件については、下記のとおりとする。 

・ 関連意匠Ｂの出願可能期間は、⑴で述べた関連意匠Ａの登録要件と同様、本意匠の

出願から10年以内とすべきである（５項）。その際、関連意匠Ｂについても、一度パ

ブリックドメインとなった関連意匠Ａが復活することを避けるため、関連意匠Ａが

存続している場合に限り、登録を認める。  

・ 他方、関連意匠Ｂの登録において、関連意匠Ａのみならず本意匠の存続も要件とす

ると、本意匠を既に実施していない場合でも、本意匠を維持しなければならなくな

る。これは、ユーザーに無用な費用負担を課すことになるため、これを回避する観

点から、関連意匠Ｂの登録において本意匠の存続は要件としない。  

 

【関連意匠Ｂの登録と本意匠及び関連意匠Ａの存続との関係について】   

関連意匠Ｂについても、⑴で述べた関連意匠Ａの場合と同様、Ａの権利者による

Ａの実施によって、Ｂの登録が妨げられることがないようにするとともに（８項）、

Ａの意匠公報発行後に他人が登録した意匠や他人が実施して公知となっている意匠

等については、新規性や創作非容易性の判断において考慮されるようにすべきであ

る。  

また、関連意匠Ｂの存続期間についても、⑴で述べた関連意匠Ａの場合と同様、

本意匠の存続期間（本意匠の出願日から25年）に合わせる（21条２項）。  

なお、関連意匠にのみ類似する意匠は、関連意匠Ｂのみならず、関連意匠Ｂにの

み類似する意匠（以下「関連意匠Ｃ」という。）、関連意匠Ｃにのみ類似する意匠（以

下「関連意匠Ｄ」という。）等、本意匠から連鎖して類似する意匠全てについて、上

記の登録要件の考え方に則り、登録可能とすることが適当である。 

また、関連意匠Ｃ、関連意匠Ｄ等、本意匠に連鎖して類似する意匠についても、

存続期間は本意匠に合わせ、本意匠の出願日から25年とする（21条２項）。  
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３．本意匠の意匠権につき専用実施権が設定されている場合の効果 

本意匠の意匠権について専用実施権が設定されているときは、その本意匠に係る関連

意匠については、第１項及び第４項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができ

ない（10 条６項）。∵本意匠及びその関連意匠の意匠権についての専用実施権は、27 条

１項但書により、全ての意匠について同一の者に対して同時に設定しなければならない

こととされているからである。 

４．関連意匠にのみ類似する意匠の取扱い 

これまでは、類似の無限連鎖の回避のため、関連意匠にのみ類似する意匠については、

意匠登録を受けることができなかったが（旧 10 条３項）、製品等のデザインに少しずつ

改良を加えていく開発手法も増加しており、関連意匠にのみ類似する意匠についても保

護ニーズが生じていることから、令和元年改正にて 10 条４項を新設し、関連意匠にのみ

類似する意匠については、当該関連意匠を本意匠とみなして、同項の規定により意匠登

録を受けることができるものとした。 

５．本意匠に係る二以上の関連意匠同士が類似する場合の取扱い 

関連意匠の意匠権同士は、本意匠と共に存続期間や移転及び専用実施権の設定につい

て制限を受け、重複部分に関する調整を受けるものであることから、10 条７項の規定に

より、一の本意匠に係る関連意匠同士が類似することをもって、９条１項及び２項の規

定は適用しない。 

６．効果 

⑴ 要件不備の場合 

10 条６項違反は、拒絶、無効理由となるが（17 条１号、48 条１項１号）、意匠登録

された後に本意匠と関連意匠が類似していないという理由で意匠登録を無効とするの

は意匠権者にとって酷であるということから、10 条１項及び４項に関しては無効にす

べき理由からはずすこととした（青本 48 条）。 

⑵ 要件具備の場合 

登録査定（18 条）後、設定登録料納付を条件に設定登録され（20 条２項）、関連意

匠の意匠権が発生する（20 条１項）。 

７．権利化後 

⑴ 存続期間 

関連意匠の意匠権の存続期間は、その基礎意匠（King of 本意匠）の意匠登録出願

の日から 25 年をもって終了する（21条２項）。権利の重複部分に関して存続期間の実

質的な延長が生じないようにするためである（青本 21 条２項）。 

⑵ 本意匠の意匠権が消滅した場合、関連意匠の意匠権はどうなるか。 

本意匠の意匠権が、存続期間の満了以外の理由、すなわち、①意匠権の放棄、②登

録料の不納付、③無効審決の確定を理由として消滅した場合については、本意匠と関

連意匠の整理が便宜的なものであり、各々の意匠が同等の創作的価値を有することを

踏まえ、関連意匠同士の関連性は維持しつつ、関連意匠の意匠権は存続するものとす

る（青本 21 条２項）。 
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⑶ 分離移転及び専用実施権の分離設定の禁止

① 基礎意匠及びその関連意匠の意匠権は、分離して移転することができない（22 条

１項）。 

また、基礎意匠又は関連意匠の意匠権についての専用実施権は、基礎意匠及び全

ての関連意匠の意匠権について、同一の者に対して同時に設定する場合に限り、設

定することができる（27条１項但書）。 

∵権利の重複部分の分属防止のためである。 

② 基礎意匠の意匠権が 44 条４項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決

が確定したとき、又は放棄されたときは、当該基礎意匠に係る関連意匠の意匠権は、

分離して移転することができない（22条２項）。 

 また、基礎意匠の意匠権が 44 条４項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨

の審決が確定したとき、又は放棄されたときは、当該基礎意匠に係る関連意匠の意

匠権についての専用実施権は、全ての関連意匠の意匠権について同一の者に対して

同時に設定する場合に限り、設定することができる（27 条３項）。 

∵一度設定された権利関係の安定を図るためである。 

⑷ 本意匠と関連意匠の意匠権が冒認に係るもので、一方が消滅した場合の移転請求

基礎意匠又は関連意匠の意匠権についての 26 条の２第１項の規定による請求は、

基礎意匠又は関連意匠の意匠権のいずれかの消滅後は、当該消滅した意匠権が 49 条

の規定により初めから存在該消滅した意匠権が 49 条の規定により初めから存在しな

しなかったものとみなされたときを除き、することができない（26条の２第２項）。

∵過去分の分属防止のためである。 

  甲   乙 

互いに類似する意匠イ及びロを創作→ 

 ←承継することなく、本Ａ（イ）、関Ｂ（ロ） 

 →登録（Ａ（イ）もＢ（ロ）も冒認（48①Ⅲ）） 

 ←本Ａ（イ）に係る意匠権を放棄 

Ｑ：甲がＢ（ロ）に係る意匠権を取得するために意匠法上とるべき措置は？ 

 （例題１－４参照） 
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８．部分意匠、関連意及び秘密意匠である場合の願書と図面 

 

￥16,000＋￥5,100 

（21,100 円） 

【書類名】 意匠登録願 

【整理番号】 １９０１－０１ 

【特記事項】 意匠法第４条第２項の規定の適用を受けようとする意匠登録出願 

（【提出日】 令和１年８月５日） 

【あて先】 特許庁長官 殿 

【本意匠の表示】  

    【出願番号】 意願２０１８―１２３４５６ 

【部分意匠】        

【意匠に係る物品】 鍵材 

【意匠の創作をした者】 

    【住所又は居所】 東京都台東区浅草１００丁目２００番３００号 

    【氏名】 防犯 守 

【意匠登録出願人】 

    【識別番号】 １２３４５６７８９ 

    【氏名又は名称】 ○○株式会社 

【代理人】                    

    【識別番号】 ９８７６５４３２１ 

    【弁理士】               

    【氏名又は名称】 弁理士 太郎 

    【電話番号】 ０３－○○○○－○○○○ 

【秘密にすることを請求する期間】 ３年 

【提出物件の目録】 

    【物件名】 図面                    １ 

  【物件名】 意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書     １ 

【意匠に係る物品の説明】 この物品は、主に建具用扉の施錠操作及び解錠操作のた

 めに使用するものである。 

【意匠の説明】 実線で表した部分が、部分意匠として意匠登録を受けよ

 うとする部分である。 
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【書類名】 図面 

【正面図】 

【背面図】 

【左側面図】 
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【右側面図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【平面図】 

 

 

 

 

 

【底面図】 
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例題１－３

甲は意匠イ及び意匠ロを独自に創作し、乙は意匠ハを独自に創作した。乙は、意匠ハ

について意匠登録出願Ｃをした。Ｃの日後、甲は、意匠イに係る意匠登録出願Ａ及び意

匠ロに係る意匠登録出願Ｂ（イを本意匠とする関連意匠の意匠登録出願）を同日に行っ

た。その日後、乙の出願Ｃが設定登録され、ハが意匠公報に掲載された。その後、甲の

出願Ａ、Ｂに対し、拒絶理由が通知されたものとした場合に、出願Ａ、Ｂに想定される

拒絶理由を答えよ。ただし、意匠ハは、意匠イ及びロと類似するが、それ以外に類似の

関係は存在せず、また、権利の移転や実施権の設定・許諾は考慮しないものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例題１－４

互いに類似する意匠イ及び意匠ロを甲が創作した後、乙は、これを知得した上で、意

匠登録を受ける権利を承継することなく、本意匠イの意匠登録出願Ａ及び関連意匠ロの

意匠登録出願Ｂをし、両意匠について意匠登録を受けた。その後、乙がイに係る意匠権

を放棄した後に、甲がロに係る意匠権を取得するためにとり得る措置を述べよ。 
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例題１－３ 

甲は意匠イ及び意匠ロを独自に創作し、乙は意匠ハを独自に創作した。乙は、意匠ハ

について意匠登録出願Ｃをした。Ｃの日後、甲は、意匠イに係る意匠登録出願Ａ及び意

匠ロに係る意匠登録出願Ｂ（イを本意匠とする関連意匠の意匠登録出願）を同日に行っ

た。その日後、乙の出願Ｃが設定登録され、ハが意匠公報に掲載された。その後、甲の

出願Ａ、Ｂに対し、拒絶理由が通知されたものとした場合に、出願Ａ、Ｂに想定される

拒絶理由を答えよ。ただし、意匠ハは、意匠イ及びロと類似するが、それ以外に類似の

関係は存在せず、また、権利の移転や実施権の設定・許諾は考慮しないものとする。 

 

１．出願Ａに想定される拒絶理由。 

甲の出願Ａに係る意匠イは、乙の先願登録意匠ハと類似している。 

よって、出願Ａには乙の登録意匠ハを引例とする９条１項の拒絶理由（17 条１号）

が想定される。 

２．出願Ｂに想定される拒絶理由 

⑴ ９条１項（17 条１号）。 

甲の出願Ｂに係る意匠ロは、乙の先願登録意匠ハと類似している。 

よって、出願Ｂには乙の登録意匠ハを引例とする９条１項の拒絶理由（17 条１号）

が想定される。 

 ⑵ 10 条１項（17 条１号） 

意匠ロに係る出願Ｂは、意匠イを本意匠とする関連意匠（10 条１項）の出願である

ところ、題意より、意匠イとロは非類似ゆえ、出願Ｂに 10 条１項違反の拒絶理由が想

定される（17 条１号） 

以上 

例題１－４ 

互いに類似する意匠イ及び意匠ロを甲が創作した後、乙は、これを知得した上で、意

匠登録を受ける権利を承継することなく、本意匠イの意匠登録出願Ａ及び関連意匠ロの

意匠登録出願Ｂをし、両意匠について意匠登録を受けた。その後、乙がイに係る意匠権

を放棄した後に、甲がロに係る意匠権を取得するためにとり得る措置を述べよ。 

 

１．意匠登録無効審判の請求（48 条） 

  乙のイに係る意匠権が放棄により消滅しているが、これが 49条の規定により遡及消滅

したときを除き、移転請求（26 条の２第１項）ができないからである（同条２項）。 

本問では、乙の意匠イの登録に 48 条１項３号の無効理由があることから、イについて

意匠登録を受ける権利を有する甲は、無効審判を請求し得る（48条２項但書、３項）。 

２．移転請求（26 条の２第１項） 

  上記無効審判において無効審決が確定し、イに係る意匠権が遡及消滅した場合には（49

条、26 条の２第２項）、甲は、乙のロに係る意匠権について移転を請求し得る（26 条の

２第１項）。ロの登録には 48 条１項３号の無効理由があり、甲はロについて意匠登録を

受ける権利を有するからである。これに基づく意匠権の移転登録があったときは、ロに

係る意匠権は、初めから甲に帰属していたものとみなされる（26条の２第３項）。 

以上 
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短答エミネント講座 

テキスト見本 
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第４章 商標権 

第１節 商標権 

商標権の設定の登録（18 条） 

第18条 商標権は、設定の登録により発生する。 

２ 第40条第１項の規定による登録料又は第41条の２第１項の規定により商標登録をすべき旨の査

定若しくは審決の謄本の送達があった日から30日以内に納付すべき登録料の納付があったとき

は、商標権の設定の登録をする。 

３ 前項の登録があったときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。 

一 商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所 

二 商標登録出願の番号及び年月日 

三 願書に記載した商標 

四 指定商品又は指定役務 

五 登録番号及び設定の登録の年月日 

六 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 

４ 特許庁長官は、前項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した商標公報（以下「商標掲載

公報」という。）の発行の日から２月間、特許庁において出願書類及びその附属物件を公衆の縦

覧に供しなければならない。ただし、個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類又は

物件及び公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある書類又は物件であって、特許庁長官が秘

密を保持する必要があると認めるものについては、この限りでない。 

５ 特許庁長官は、個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類又は物件であって、前項

ただし書の規定により特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるもの以外のものを縦覧に

供しようとするときは、当該書類又は物件を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しな

ければならない。 

 確認事項  

１．商標権の発生（１項・２項） 

⑴ 商標権は、設定の登録により発生する（１項）。

⑵ 登録査定・審決謄本送達があった日から原則30日以内に登録料を納付する（２項）。

→ 当該30日の期間は、41条２項、77条１項で準用する特４条の規定により延長され

る。また、納付手続についての救済措置も規定されている（41条３項・４項）。 

① 40条１項 → 一括納付（10年分） 

② 41条の２第１項 → 分割納付（前半５年分）

２．商標公報への掲載事項（３項） 

⑴ 商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所（１号）

⑵ 商標登録出願の番号及び年月日（２号）
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⑶ 願書に記載した商標（３号）

ポイント

標準文字の場合、願書に記載した商標そのものではなく、標準文字により現したも

のである（12条の２第２項３号かっこ書）。 

⑷ 指定商品又は指定役務（４号）

⑸ 登録番号及び設定の登録の年月日（５号）

⑹ 必要な事項（６号）

ex. 商品及び役務の区分、立体商標や音商標等である旨の表示、団体商標である旨の

表示、標準文字である旨の表示、防護標章である旨の表示、代理人に関する事項等

（青本18条） 

３．出願書類等の縦覧（４項） 

縦覧期間（自由に見ることのできる期間）…無料 

→ 商標掲載公報の発行の日から２月間 

→ 公報の発行の日は、登録異議申立期間の起算日でもある。 

ポイント

個人の名誉・生活の平穏を害するおそれがある書類・物件及び公の秩序・善良の風俗

を害するおそれがある書類・物件であって、特許庁長官が秘密を保持する必要があると

認めるものについては、縦覧の制限を加えられる（４項但書）。 

４．個人の名誉・生活の平穏を害するおそれがある書類・物件（５項） 

個人の名誉・生活の平穏を害するおそれがある書類・物件であって、特許庁長官が秘

密を保持する必要があると認めるもの以外のものを縦覧に供しようとするとき 

→ 当該書類・物件を提出した者に対し、その旨＋その理由を通知しなければならな

い。 

∵ 書類等の提出者が著しく不利益を被ることとなるため（青本18条参照）｡ 

５．本条は、防護標章登録に基づく権利に準用（68条３項） 

６．国際商標登録出願についての特例がある（68条の19） 

個人の名誉等を害するおそれがある書類等 特許庁長官が秘密を 

保持する必要があると 

認めるもの 
+

公序良俗を害するおそれがある書類等 

個人の名誉等を害するおそれがある書類等

特許庁長官が秘密を 

保持する必要があると 

認めるもの以外のもの 
+

特許法では、公報発行日から１年以内は
無料とされている（青本特66条の解説 21
版P.248）。 
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存続期間（19 条）  

第19条 商標権の存続期間は、設定の登録の日から10年をもって終了する。 

２ 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。 

３ 商標権の存続期間を更新した旨の登録があったときは、存続期間は、その満了の時に更新され

るものとする。 

 確認事項  

１．存続期間（１項）→ 商標権の設定の登録の日から10年 

２．更新登録の申請（２項） 

⑴ 更新登録の申請制度の導入 

商標法条約13条⑷の要請に対応するため、平成８年改正にて、従来の使用チェック

及び実体審査を伴う更新出願制度を廃止し、更新登録の申請と料金納付のみにより更

新を認める更新申請制度を導入した（青本19条参照）。 

⑵ 申請することができる者 → 商標権者のみ 

→専用使用権者・質権者等の利害関係を有する者は、申請できない（２項）。 

⑶ 商標権の一部更新 

① 指定商品又は指定役務ごとの更新は認められない。更新は区分ごとの指定商品等

すべてを更新するか否かのみである。 

∵ 制度及び事務手続がいたずらに複雑化する反面、同様の効果は、権利の一部放

棄によりできるためである（青本19条参照）。 

② 複数区分に係る商標権については、更新を求める区分についてのみの申請（区分

単位の申請）が可能である（青本19条参照、商施規11条参照）。…区分減更新 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．更新登録の効果（３項） 

更新登録があったときは、存続期間は、その満了の時に更新されるものとする。 

 ポイント  

「満了の時に」とは、存続期間の満了の日の翌日の午前零時を指す（青本19条参照）。 

４．国際登録に基づく商標権には19条の規定は適用されない（68条の22第１項）。 

「茶」のみの更新 

「茶，パン」の更新 

 

第 30 類「茶，パン」 

×

○

【単一区分の場合】

第 30 類「茶，パン」 

第 30 類「茶」 
 

第 29 類「加工水産物，食肉」
第 30 類「茶，パン」 

○ 

× 

【複数区分の場合】

第 29 類「加工水産物，食肉」
第 30 類「茶」 × 
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存続期間の更新登録の申請（20 条）  

第20条 商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許

庁長官に提出しなければならない。 

一 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所 

二 商標登録の登録番号 

三 前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項 

２ 更新登録の申請は、商標権の存続期間の満了前６月から満了の日までの間にしなければならない。 

３ 商標権者は、前項に規定する期間内に更新登録の申請をすることができないときは、その期間

が経過した後であっても、経済産業省令で定める期間内にその申請をすることができる。 

４ 商標権者が前項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内に、その申請をしない

ときは、その商標権は、存続期間の満了の時にさかのぼって消滅したものとみなす。 

 確認事項  

１．申請書の記載事項（１項） 

３号の「経済産業省令で定める事項」とは？ 

ex. 区分の数を減じて申請する場合の更新登録を求める商品・役務の区分（商施規11条） 

 

 

 

 ポイント  

商標・指定商品等については申請書の記載事項ではない。 

∵ 更新登録は、既存の商標権を、実体の同一性を保持しつつさらに10年間効力を存続

させる意味を持つに過ぎないためである（青本20条参照）。 

２．更新登録の申請の期間（２項・３項） 

 

 

 

  ・20条３項の「省令期間」…存続期間の満了後６月以内（商施規10条２項） 

   ∵TLT13条⑴⒞、第８規則の規定に倣ったもの（青本） 

  ・20条３項の期間の更新申請は、割増登録料の納付が必要（43条１項）。 

３．更新登録の申請をしない場合の効果（４項） 

→ 商標権は、存続期間の満了時にさかのぼって消滅したものとみなされる。 

 

４．国際登録に基づく商標権には 20 条の規定は適用されない（68 条の 22 第１項）。 

 

 

 

第４類は更新しない
第４類
第５類 第５類 のみ記載 

６ヶ月 

20② 

省令期間 

20③ 

省令期間 

21① 

満了 
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■□ＭＥＭＯ□■ 
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短答エミネント講座 

一問一答集 見本 
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□□□208 

商標権は、設定の登録により発生する。 

□□□209 

商標権の設定登録料を分割して納付する場合には、前半５年分の登録

料を納付すれば、商標権の設定の登録がされる。 

□□□210 

商標公報への掲載事項は、「商標権者の氏名又は名称及び住所又は居

所」、「商標登録出願の番号及び年月日」、「願書に記載した商標」、「指定

商品又は指定役務」並びに「登録番号及び設定の登録の年月日」のみで

ある。 

□□□211 

特許庁において出願書類及びその附属物件を公衆の縦覧に供しなけれ

ばならないのは、商標権の設定の登録の日から２月間である。 

□□□212 

公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある書類又は物件であって、

特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるものについては、特許

庁において公衆の縦覧に供する必要はない。 
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■■■208 ○ 

商 18 条１項の通りである。 

■■■209 ○ 

商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があった日から

30 日以内に、一括納付（商 41 条１項）又は分割納付の前半５年分（商 41

条の２第１項）の設定登録料の納付があったときは、商標権の設定の登録

がされる（商 18 条２項）。 

■■■210 × 

記載事項は、「商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所」、「商標登録

出願の番号及び年月日」、「願書に記載した商標」、「指定商品又は指定役務」

並びに「登録番号及び設定の登録の年月日」に加え、「前各号に掲げるも

ののほか、必要な事項」である（商 18 条３項１号～６号）。 

■■■211 × 

「商標掲載公報の発行の日」から２月間、特許庁において出願書類及び

その附属物件を公衆の縦覧に供しなければならない（商 18 条４項本文）。 

■■■212 ○ 

個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類又は物件及び「公

の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある書類又は物件であって、特許

庁長官が秘密を保持する必要があると認めるもの」については、公衆の縦

覧に供する必要はない（商 18 条４項但書）。 
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