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１ 次の文章は，企業のブランドマネジメントについて述べたものである。問１～問３に答えな

さい。（出典「平成２１年度 意匠出願動向調査報告書」 特許庁 ２０１０年。なお，出題

のため一部変更している。） 

 

企業が多角的な製品展開を行っており，それぞれの商品ブランドが異なるメッセージを

持つものである場合や １ に関して強力なメッセージが浸透していない場合，特定の製

品ブランドに圧倒的な強みがない限り，消費者の中でどれか１つの ２ が企業を代表す

るものと認識されることは難しい。そのため，通常， ２ は商品ブランド，事業・カテ

ゴリーブランドを形成するものに留まることになると考えられる。 

このときに，すでに形成された １ の維持を図ることを意図した場合， ３ によっ

てこれを達成する例が見られる。すなわち， ３ に商品らしさを越えた出所識別機能を

持たせ，事業ブランド・ １ に結びつくデザインを行うものである。 

上記は， ３ は確立した商品ブランドを梃に，事業・カテゴリーブランド， １ ・

グループブランドを形成するに当たって活用されるデザインであると位置づけられる。 

 ４ は，自社ブランドの専門店舗などの展開と併せて用いることで，消費者がパッ

ケージを超えて，リテールの現場において五感で当該企業のメッセージを感じることがで

きるようになるため， １ ・グループブランドを形作る強力な要素になり得ると考えら

れる。 

つまり， １ の創出，維持にあたっては，まず ２ が基盤となり，次に ３ を

用いて １ の維持を図り，より需要者への印象の強い ４ で周知を図るという構成が

考えられる。 

 

 

問１ 

ア～ウを比較して，空欄 １ に入る語句として，最も適切と考えられるものはどれか。（こ

の問題には選択枝エはない） 

 

ア 商品ブランド 

イ カテゴリーブランド 

ウ 企業ブランド 

  

（はじめに） 

すべての問題文の条件設定において，特に断りのない限り，他に特殊な事情がないものとし

ます。また，各問題の選択枝における条件設定は独立したものと考え，同一問題内における他

の選択枝には影響しないものとします。 

特に日時の指定のない限り，2021年９月１日現在で施行されている法律等に基づいて解答し

なさい。 

解答は，選択枝ア～エ又はア～ウの中から１つ選びなさい。 
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問２ 

ア～エを比較して，空欄 ２ に入る語句として，最も適切と考えられるものはどれか。 

 

ア 製品デザイン 

イ パッケージデザイン 

ウ 販売促進品・店舗のデザイン 

エ 企業デザイン 

 

 

問３ 

ア～ウを比較して，空欄 ３ ～ ４ に入る語句の組合せとして，最も適切と考えられるも

のはどれか。（この問題には選択枝エはない） 

 

ア  ３ ＝販売促進品・店舗のデザイン  ４ ＝製品デザイン 

イ  ３ ＝パッケージデザイン      ４ ＝販売促進品・店舗のデザイン 

ウ  ３ ＝製品デザイン         ４ ＝パッケージデザイン 
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２ かばんや時計を製作するメーカーＸ社は，自社ＥＣサイトの名称として商標「ＡＢＣ ＤＥ

Ｆ」について商標登録出願Ｔを行った。問４～問６に答えなさい。 

 

Ｘ社の商標担当者甲は，出願Ｔについて，次の拒絶理由通知を受けたため，対応を検討してい

る。問４に答えなさい。 

 

 

拒絶理由通知（抜粋） 

■第３条第１項柱書（使用についての疑義） 

商標法第３条第１項柱書により商標登録を受けることができる商標は，現在使用をしているもの又は

近い将来使用をするものと解されます。しかし，この商標登録出願において指定している小売等役務

（商標法第２条第２項に規定する役務）は，全く業種が異なり，類似の関係にもないものであるた

め，このような状況の下では，出願人が出願に係る商標をこれらの指定した小売等役務のいずれにも

使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるといわざるを得ません。したがっ

て，この商標登録出願に係る商標は，商標法第３条第１項柱書の要件を具備しているということがで

きません。 

 

 

（抜粋）出願Ｔの指定役務（第３５類） 

かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 

時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 

 

 

問４ 

ア～エを比較して，甲の考えとして，最も不適切と考えられるものはどれか。 

 

ア 商品「かばん」と「時計」についてすでに販売開始しているか確認し，カタログ等で販売を

証明できるのであれば，拒絶理由を解消することができる。 

イ 当面は使用の開始が未定であれば第３５類については権利化が難しいので２つの小売等役務

を削除する補正をするほかない。 

ウ 今すぐではないものの３年以内くらいに使用開始予定ということであれば，商標の使用意思

を明記した書面と事業予定を提出すれば，拒絶理由を解消することができる。 

エ これらの小売等役務のうち，どちらか１つだけ登録できればよいのであれば，確認の上，ど

ちらかを削除すれば，拒絶理由を解消することができる。 

 

 

  

4１級　学科試験



 

また，出願Ｔが受けた拒絶理由通知には次の通りの理由についても述べられていた。問５～問

６に答えなさい。 

 

拒絶理由通知（抜粋） 

■第４条第１項第１１号（先願に係る他人の登録商標） 

この商標登録出願に係る商標は，下記の登録商標と同一又は類似であって，その商標登録に係る指定

商品（指定役務）と同一又は類似の商品（役務）について使用するものですから，商標法第４条第１

項第１１号に該当します。 

 

区分 引用Ｎｏ 

第９類  １ 

第１４類 ２ 

第１８類 ２ 

第２５類 ２ 

 

引用 Ｎｏ 引用商標一覧 

１  登録第〇〇〇〇〇号（商願平１０－〇〇〇〇） 

２  登録第●●●●●号（商願２００６－●●●●） 

 

 

問５ 

拒絶理由にある引用１について特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で確認したところ，２０

２１年１１月●日に存続期間満了日が経過している。ア～エを比較して，甲の考えとして，最も

適切と考えられるものはどれか。 

 

ア すでに更新期間が経過しているので，第４条第１項第１１号に該当しないことを意見書で主

張すれば引用１は障害とならないと考えた。 

イ 自社登録が急ぎでないかどうかを事業部に確認し，存続期間の満了の確定を待てば引用１は

障害とならないと考え，その旨の意見書の提出をしようと考えた。 

ウ 存続期間満了後半年に限っては更新登録申請が可能なので，審査官には更新の可否がわかる

まで判断を保留してもらうよう意見書で主張しようと考えた。 

エ 拒絶理由通知の発送日時点において引用１の存続期間の満了が確定していない場合には，拒

絶理由は解消せず審査を待ってもらうこともできないので，第９類の指定商品については削

除するほかないと考えた。 
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問６ 

Ｘ社の商標「ＡＢＣ ＤＥＦ」に対して，引用２は商標「ＡＢＣ」であった。ア～エを比較し

て，甲の考えとして，最も不適切と考えられるものはどれか。 

 

ア わが社の「ＡＢＣ ＤＥＦ」は一体としてまとまりがよいので，造語としての一体性を主張

して引用２とは非類似である旨を主張しようと考えた。 

イ 「ＡＢＣ ＧＨＩ」などＡＢＣを共通とする他の結合商標が指定商品において併存登録され

ていないかを確認すれば，併存登録例によってはわが社の「ＡＢＣ ＤＥＦ」が引用２と非

類似とする主張を補強できると考えた。 

ウ 引用２は現在販売中止されているとの情報を得たため，使用調査等の確認を更に進めて不使

用取消審判の請求を検討しようと考えた。 

エ 引用２の権利者に，わが社とは何ら関係ないものの併存に同意するとの書面を出してもらえ

ば拒絶理由は解消することができるので，交渉してみようと考えた。 
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３ 日本においてボードゲームの開発を行っている日本企業のＸ社は，自社で考案した「Ａ－Ｘ

ＹＺ」をコンピュータゲームとして売り出し，海外展開をしたいと考えていた。Ｘ社におい

て，海外展開の協力先を探していたところ，米国企業のＹ社からＸ社が所有する商標「Ａ－Ｘ

ＹＺ」のライセンスを受けてコンピュータゲームとして海外展開をしたいとの申出があった。

Ｘ社には，英文契約書のドラフトを作成できる人材がいなかったため，まず，Ｙ社においてド

ラフトを行い，それをＸ社で検討することとなった。Ｙ社から送られてきたライセンス契約の

ドラフト（以下，「本件ライセンス契約書」という。）が次のものである。問７～問９に答え

なさい。 

 

 

LICENSE AGREEMENT (DRAFT) 

 

THIS LICENSE AGREEMENT (“Agreement”) is made effective as of April 1, 2022 

(“Effective Date”) by and between X (“Licensor”), a corporation organized and 

existing under the laws of Japan and Y, a corporation organized and existing under 

the laws of the United States (“Licensee”). 

 

 １ , Licensor is the sole owner of the registered trademarks “A-XYZ” for use 

throughout the United States, Japan, and the European Union; 

 

 １ , Licensee desires to use the “A-XYZ” in connection with the development, 

operation, marketing, distribution, and publishing of computer games; 

and 

 

 １ , Licensor grants to Licensee, during the term of the Agreement, a non-

exclusive license to use the “A-XYZ” in connection with Licensee’s products under 

the terms and conditions set forth in this Agreement. 

 

NOW, THEREFORE, in consideration of the mutual covenants and obligations 

contained herein, the parties agree as follows: 

 

1.  Subject to the terms and conditions of this Agreement, Licensor hereby grants to 

Licensee the non-exclusive and worldwide license to use the “A-XYZ” in connection 

with promotion, exploitation, publicity, advertising and sale of the computer games 

developed by Licensee. No ownership transfer of the registered trademarks “A-XYZ” 

is taking place under this Agreement. 

（次ページに続く）  
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2.  Unless terminated earlier in accordance with the provisions set forth herein or 

by mutual agreement, this Agreement shall remain in effect for an initial term of 

three (3) years, through March 31, 2025. This Agreement will automatically renew 

for consecutive one (1) year terms, after the initial term, provided neither party 

gives at least six (6) months prior written notice of termination. 

3.  In the event of a material breach of this Agreement by either party, the non-

breaching party may send a written notice of such breach to the breaching party. If 

such breach is not cured within sixty (60) days after such notice is sent, then the 

non-breaching party may terminate this Agreement forthwith by notice in writing to 

the breaching party without prejudice to any other remedies it may have. Licensee 

will be liable for all royalties owed up to the date of termination. 

4.  Licensee shall pay Licensor royalties of XX percent (XX %) of revenues from the 

sales of Licensee’s products. All royalty payments that Licensee is required to make 

to Licensor shall be paid on a quarterly basis within forty-five (45) days after the 

last day of each calendar quarter, along with a quarterly royalty report. All 

payments to Licensor by Licensee shall be made by wire transfer in U.S. dollars into 

Licensor' s bank account. 

5.  This Agreement is governed and construed by the laws of Japan. If a dispute 

arises between the parties with respect to this Agreement, they shall have first 

endeavor to resolve the dispute through direct, good faith negotiations and if that 

fails, the Tokyo District Court shall have the exclusive jurisdiction over any disputes 

arising in connection with this Agreement. 

 

  ２ , the parties have caused this Agreement to be executed by their duly 

authorized representatives as of the Effective Date. 

 

（以下略） 

 

 

問７ 

ア～エを比較して，本件ライセンス契約書の内容として，最も不適切と考えられるものはどれ

か。 

 

ア ライセンスの期間は，３年となっているが，本件ライセンス契約に基づく解除や合意によ

り，３年よりも早く終了する場合がある。 

イ ライセンスの範囲は，Ｙ社が開発するコンピュータゲームに関するものとなっている。 

ウ 適用法は日本法とし，東京地方裁判所が専属的合意管轄裁判所となっている。 

エ ライセンス契約終了後も，在庫がある場合，Ｙ社はＸ社に対し，書面による通知をした場

合，一定期間，在庫を販売することができるとなっている。  
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問８ 

Ｘ社の法務部では，本件ライセンス契約書について検討を行い，修正について議論を行ってい

る。ア～エを比較して，本件ライセンス契約書に関するＸ社の法務部員の考えとして，最も不適

切と考えられるものはどれか。 

 

ア ライセンスの対象地域が全世界になっている点については，わが社が商標権の登録を行って

いる地域を考慮すると，修正する必要がある。 

イ 自動更新条項がないので，海外展開が順調にいった場合に備えて自動更新条項についても追

加したほうがよい。 

ウ わが社の事前の書面による承諾なしにＹ社が第三者に対しサブライセンス，権利義務の譲渡

を行うことを禁止する条項についても追加したほうがよい。 

エ Ｙ社の開発したコンピュータゲームに関する権利の帰属や，販売前にわが社がＹ社の開発し

たコンピュータゲームを事前にチェックする条項についても追加したほうがよい。 

 

 

問９ 

本件ライセンス契約書における空欄 １ ～ ２ には，英文契約書における定型的な語句が

使われている。ア～エを比較して，空欄 １ ～ ２ に入る語句の組合せとして，最も適切と

考えられるものはどれか。 

 

ア  １ ＝NOW, THEREFORE   ２ ＝WHEREAS 

イ  １ ＝WITNESSETH   ２ ＝NOW, THEREFORE 

ウ  １ ＝WHEREAS    ２ ＝HEREINAFTER 

エ  １ ＝WHEREAS    ２ ＝IN WITNESS WHEREOF 
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４ ゲームソフトメーカーＹ社は，オンラインでの対戦プレイ及び内蔵ＡＩを相手にしたスタン

ドアローンでのプレイが可能な新規のコンピュータ用ゲームソフトウエアをパッケージ販売す

るため，そのタイトルに「スクナビコナ」を候補として検討している。そこで当該タイトルを

商標としてパッケージ等に付すにあたり，商標調査を行ったところ，ビジネスソフトメーカー

Ｘ社のビジネスソフト名として使用されている登録商標「スクナビコナ」が存在していること

が判明した。ゲーム内容を考慮するとタイトルの代替候補が決まらず，Ｘ社に使用許諾を申し

入れたところ，Ｘ社は，Ｙ社に対して使用を許諾する旨の回答とともに，次の通り，商標使用

許諾契約書案を送付してきた。この使用許諾契約に関して，問１０～問１１に答えなさい。 

 

商標使用許諾契約（案） 

 

株式会社Ｘ社（以下，「甲」という。）と，株式会社Ｙ社（以下，「乙」という。）は，甲から乙

に対する商標権の使用許諾に関し，次の通り契約（以下，「本契約」という。）を締結する。 

 

第１条（商標使用権の許諾） 

甲は，乙に対し，甲の所有に係る下記登録商標（以下，「本登録商標」という。）に係る商標権（以

下，「本商標権」という。）について，通常使用権を許諾する。 

 

記 

 

登録日：２０１８年１２月１日 

商標登録番号：第〇〇〇〇〇〇〇号 

商 標：スクナビコナ 

区 分：第９類 

指定商品：電気通信機械器具，電子計算機用プログラム，その他の電子応用機械器具及びその部品 

 

第２条（通常使用権の範囲） 

甲は，乙に対し，本登録商標について以下の範囲で通常使用権を許諾する。 

地域：日本国 

商品：電子計算機用プログラム 

内容：本登録商標を付した商品の販売 

第３条（許諾の対価） 

乙は，本契約によって許諾された通常使用権の対価として，甲に以下の通り支払うものとする。 

対価：年間金〇○〇〇〇円（税別） 

支払期限：本契約締結の日から９０日以内 

支払方法：甲の指定する銀行口座に一括振込 

（次ページに続く）  
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第４条（報告義務） 

乙は，本登録商標の使用の態様を毎月末に書面にて甲に提出して報告しなければならない。 

第５条（通常使用権の制限） 

乙は，本契約によって許諾された通常使用権を第三者に譲渡し，再許諾し，又は担保に供してはなら

ない。但し，事前に甲の書面による承諾を得た場合は，この限りではない。 

第６条（保証） 

甲は，本商標権の有効性及び本契約によって許諾された通常使用権の乙による使用が第三者の権利を

侵害しないことについて何ら保証しない。 

第７条（商標権の譲渡） 

甲は，本商標権を第三者に譲渡する場合は，事前に乙と協議し，本契約によって許諾された通常使用

権の乙による使用が妨げられないようにしなければならない。 

第８条（侵害排除） 

乙は，第三者による本商標権の侵害又は侵害のおそれがあることを発見した場合は，直ちに，甲にそ

の旨を報告しなければならない。 

２．甲は，前項に定める報告を受けたときは，当該第三者の侵害行為を排除するために必要な措置を

とらなければならない。 

第９条（契約期間） 

本契約は，本契約締結日より１年間有効とする。 

２．前項で定める期間の満了日前〇カ月までに，甲乙いずれか一方から相手方に書面による契約終了

の意思表示がない限り，本契約と同一の条件で更新されるものとし，以後も同様とする。なお，更新

にあたり第３条に定める支払期限については，「本契約締結の日から」を「更新の日から」と読み替

えて実行することとする。 

３．第１項に定める期間の満了日前に，本商標権の存続期間が満了する場合は，甲の費用負担で本商

標権の存続期間更新登録申請の手続を行うものとする。 

第１０条（反社会的勢力の排除） 

甲及び乙は，相手方に対し，暴力団，暴力団関係企業，総会屋若しくはそれらに準ずるもの又はその

構成員（以下，総称して「反社会的勢力」という。）に所属していないこと，及び反社会的勢力と取

引関係にないことを表明し保証する。 

第１１条（解除） 

甲又は乙は，相手方に次の各号に挙げる事由の一が生じたときには，何らの催告なく直ちに本契約を

解除することができる。 

（１） 重大な過失又は背信行為があったとき 

（２） 債務不履行が相当期間を定めてした催告後も是正されないとき 

（３） 金融機関から取引停止の処分を受け，又は振り出した手形若しくは小切手が不渡りとなった

とき 

（４） 会社を解散したとき 

（次ページに続く）  
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（５） 第三者より仮差押，仮処分，差押，強制執行，競売等の申立て又は公租公課滞納処分を受

け，或いは，破産，民事再生，会社更生，特別清算の申立てを受け，若しくは自らそれらを申し立て

たとき 

（６） 資産，信用が著しく悪化し，又は悪化するおそれがあるとき 

（７） 第三者に事業の全部若しくは重要な一部を譲渡したとき 

（８） 監督官庁より営業の取消し，停止等の処分を受け，又は営業を廃止し若しくは著しく変更し

たとき 

（９） 本商標権に関する有効性について疑義を提起したとき 

（１０）前条の保証内容に誤りがあったとき 

第１２条（契約終了後の措置） 

本契約が終了した場合は，乙は直ちに本登録商標の使用を中止し，本登録商標を付した在庫品及び製

造途中の商品の措置について甲の指示に従うものとする。 

第１３条（契約の変更） 

本契約は，甲乙双方の書面による合意をもって変更することができるものとする。 

第１４条（協議） 

本契約に定めのない事項その他本契約の解釈に疑義が生じた場合は，甲乙双方が誠意をもって協議

し，解決を図るものとする。 

第１５条（準拠法） 

本契約は日本法に準拠し，同法に従って解釈される。 

第１６条（専属的合意管轄裁判所） 

本契約に関する紛争については，東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 

 

本契約の成立を証するため本契約書を２通作成し，甲乙各記名押印の上，各１通を保有する。 

 

       ２０２２年○月○日 

       甲：東京都港区○○ 

         Ｘ株式会社 

         代表取締役 〇〇 〇〇 印 

       乙：東京都品川区〇〇 

         Ｙ株式会社 

         代表取締役 〇〇 〇〇 印 
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問１０ 

ア～エを比較して，Ｘ社に商標の使用許諾を申し入れる際のＹ社の担当者の考えとして，最も

適切と考えられるものはどれか。 

 

ア 本商標権が，Ｘ社から第三者に譲渡される場合でも，特許庁へ通常使用権の登録をしなくて

も当然対抗制度により第三者に対抗できると考えた。 

イ 本登録商標に係る登録原簿を確認すれば，すでに他の使用権者が存在するか否かを確認する

ことに問題はないと考えた。 

ウ Ｙ社が本商標権の有効性を争ったことを理由に，Ｘ社が本契約を解除することは，独占禁止

法には違反しないと考えた。 

エ Ｙ社が，商標「スクナビコナ」の構成中のフォントは変えずに一部分のみの色を変えて指定

商品と類似の商品に使用しても，商標「スクナビコナ」の同一・類似の範囲内であればいか

なる使用態様であっても問題になることはないと考えた。 

 

 

問１１ 

ア～エを比較して，本契約の内容の検討にあたってのＸ社の担当者の考えとして，最も不適切

と考えられるものはどれか。 

 

ア 第８条第２項について，通常使用権者は自ら差止請求をすることができないので，侵害排除

に関する規定に基づいてＸ社が侵害行為の差止めをしなければならないのは致し方ないと考

えた。 

イ Ｙ社が，通常使用権に係る商品の特定地域における販売をＸ社の事前の書面による承諾な

く，子会社等に委託した場合，商標の管理が曖昧になる懸念がある。本契約のもとではその

ような行為は第５条の再許諾に相当し，本契約の違反行為に該当するので，本契約でこの懸

念は解消できると考えた。 

ウ 契約書案に通常使用権について質権の設定を禁ずる規定がなく，Ｙ社がＸ社に断りなく質権

の設定を試みる懸念があるが，そもそも質権設定には商標権者の承諾を要し，自由に設定で

きるわけではないので問題ないと考えた。 

エ 契約書案に製造物責任についての規定を設けていないが，Ｘ社はライセンサーであり，製造

業者に当たらないので，Ｙ社のゲームソフトへの商標の使用について製造物責任を負う可能

性はないと考えた。 
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５ Ｘ社は，ペットホテルに「ペット安心ＡＢＣ」のブランド名を使用しており，当該業務内容

について商標登録も受けている。Ｘ社の知的財産部の部員甲がウェブ上で「ペット安心ＡＢ

Ｃ」を検索したところ，次のようなＹ社のウェブサイトが検索結果として表示された。 

 

 

https://www.･･･ 

ペットホテルなら「Ｙ」 － 送迎も可能 – 当日予約も．．． 

【業界最安値】人気ペットホテル。連泊ならよりお得に。当日予約もＯＫなので急な外出予定にも対

応可能。ペットのご飯の用意も不要です。年中無休。 

 

 

Ｘ社のペットホテルは，旅行中などの飼い主が安心できるよう，毎日ペットの様子を撮影した

写真を送ったり，ウェブカメラで様子を見ることができたりするなど，他社より手厚いサービス

を特徴としている。利用者の口コミによって，そのサービスの質の高さとコストパフォーマンス

のよさから人気が高まってきており，問合せなども増えてきている。しかし，「ペット安心ＡＢ

Ｃ」でウェブ検索すると上記Ｙ社のウェブサイトが表示されるため，Ｘ社では，間違って予約し

てしまう利用者が出てくることを懸念している。甲が調べたところ，Ｙ社はウェブサイトのキー

ワードメタタグ中に「ペット安心ＡＢＣ」を記載していることがわかった。問１２～問１３に答

えなさい。 

 

問１２ 

Ｘ社の知的財産部の甲と乙は，「ペット安心ＡＢＣ」でウェブ検索したときにＹ社のサイトが

表示されないよう，対応を検討している。ア～エを比較して，甲の発言として，最も不適切と考

えられるものはどれか。 

 

甲     「今回の事案はメタタグ等における商標の使用の問題です。」 

乙     「具体的にどういうものが問題となるのでしょうか。」 

甲の発言１ 「メタタグに関係する今までの裁判例で問題となったのは，タイトルタグ，ディス

クリプションメタタグ及びキーワードメタタグです。」 

乙     「なるほど。では，商標の使用とは，どういうことをいうのでしょうか。」 

甲の発言２ 「１つの裁判例において，商標による出所識別は，需要者が当該商標を知覚によっ

て認識することを通じて行われるものである，と示されています。また，商標法

第２条第３項所定の『使用』も，このような知覚による認識が行われる態様での

使用行為を規定したものである，と判断されています。」 

乙     「今回のＹ社の行為について，これらのいずれかのメタタグ中に『ペット安心ＡＢ

Ｃ』が記載されていれば，商標の使用に該当する，ということでしょうか。」 

甲の発言３ 「いいえ。キーワードメタタグについては，表示される検索結果たる被告のウェブ

サイトの広告の内容自体において，原告商標が知覚により認識される態様で使用

されているものではないから，商標法第２条第３項第８号所定の使用行為に当た

らない，と判断されています。」 
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乙     「では，今回のように，キーワードメタタグにのみわが社の商標『ペット安心ＡＢ

Ｃ』が記載されている場合には，Ｙ社のウェブサイトのキーワードメタタグから

『ペット安心ＡＢＣ』を削除させることはできない，ということになってしまい

ますか。」 

甲の発言４ 「いいえ，形式的には知覚により認識される態様では使用されていませんが，裁判

例では，インターネットの検索サイトの利用者がサーチエンジンにキーワードと

して原告商標を入力した際にサーチエンジンを通じて被告ウェブサイトでのメタ

タグ表記を視認しているといえることから，被告による原告商標のメタタグ使用

は，商標的使用に当たる，と判断されています。したがってＹ社の行為は商標権

侵害に当たり，キーワードメタタグから『ペット安心ＡＢＣ』を削除させること

はできると考えます。」 

 

ア 発言１   イ 発言２   ウ 発言３   エ 発言４ 

 

 

問１３ 

Ｘ社から自社のウェブサイトについて問合せを受けたＹ社の営業部の丙は，Ｙ社の法務部の丁

に相談をしている。ア～ウを比較して，近時の裁判例を考慮した上で，丁の発言として，最も不

適切と考えられるものはどれか。（この問題には選択枝エはない） 

 

丙     「今構築しているウェブサイトが自社商品の広告であることはいうまでもありませ

んが，検索サイトの検索結果画面に表示されるこのウェブサイトの説明文も広告

といえるのですか。」 

丁の発言１ 「裁判例では，その商品に関する広告だと位置づけています。」 

丙     「うちの『Ｙ』の宣伝ページのディスクリプションにメタタグとして『ペット安心

ＡＢＣ』という文字列を入れることに問題はありますか。ディスクリプションは

ページの説明文で，ウェブサイトそのものに表示はされませんよね。」 

丁の発言２ 「検索結果の説明文にディスクリプションメタタグが表示されることになりますの

で，メタタグとしての記載は商標的使用にあたるとされています。」 

丙     「では，タイトルタグとして『ペット安心ＡＢＣ』を記載することに問題はありま

すか。」 

丁の発言３ 「ディスクリプションメタタグと同様に検索結果画面にタイトルタグは表示されま

すが，記述的であり商品に関する広告を内容とする情報とはいえず商標的使用で

はないとされています。」 

 

ア 発言１   イ 発言２   ウ 発言３  
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６ 問１４～問３１に答えなさい。 

 

問１４ 

Ｘ社は，同社が保有する商標権をＹ社に売却することとし，次の通り契約を締結した。その

後，Ｘ社及びＹ社は商標権の移転登録手続を行ったが，Ｙ社は，第３条に規定する期日が過ぎて

も商標権の譲渡代金を支払わず，Ｙ社の本社にある工場において商標権に係る標章を付した製品

Ａを製造販売していた。Ｘ社は，Ｙ社に対してとり得る法的手段について検討している。ア～エ

を比較して，最も不適切と考えられるものはどれか。 

 

商標権譲渡契約書 

 

譲渡人Ｘ社（以下，「甲」という。）と譲受人Ｙ社（以下，「乙」という。）とは，次の通り商標

権の譲渡契約（以下，「本契約」という。）を締結する。 

 

第１条（譲渡される商標権） 

甲は，乙に対して，下記の商標権（以下，「本商標権」という。）を譲渡する。 

 

記 

 

登録日：２０１９年３月２０日 

商標登録第〇〇〇〇〇〇〇号 

商 標：ナルイカツチ 

区 分：第９類 

指定商品：電気通信機械器具，電子計算機用プログラム，その他の電子応用機械器具及びその部品 

 

第２条（権利の移転登録等） 

１ 甲及び乙は，２０２０年８月３１日までに，特許庁に対して，本商標権の移転登録申請を行うも

のとする。 

２ 本商標権は，乙が第１項の登録手続を完了した時に乙に移転する。 

３ 権利の移転に要する費用は乙の負担とする。 

第３条（譲渡代金） 

乙は，甲に対して，前条の移転登録が完了した日から７日以内に，本商標権の譲渡代金として金○○

○○○○○円を支払う。 

第４条（損害賠償） 

甲又は乙は，乙又は甲が本契約に定める義務を履行しないために損害を受けた時は，その損害賠償を

請求することができる。 

（次ページに続く）  
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第５条（保証） 

甲は，本商標権の有効性及び乙による商標「ナルイカツチ」の使用が第三者の権利を侵害しないこと

について何ら保証しない。 

第６条（協議） 

本契約に定めのない事項その他本契約の解釈に疑義が生じた場合は，甲乙双方が誠意をもって協議

し，解決を図るものとする。 

第７条（準拠法） 

本契約は日本法に準拠し，同法に従って解釈される。 

第８条（専属的合意管轄裁判所） 

本契約に関する紛争については，東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 

 

本契約の成立を証するため本契約書を２通作成し，甲乙各記名押印の上，各１通を保有する。 

 

       ２０２０年７月３１日 

       甲：東京都新宿区○○ 

         Ｘ株式会社 

         代表取締役 ○○ ○○ 印 

       乙：東京都中央区○○ 

         Ｙ株式会社 

         代表取締役 ○○ ○○ 印 

 

 

 

ア 本商標権の譲渡代金の支払期限は契約書に規定され，Ｙ社はその期限を徒過しており，また

契約書にも債務履行の催告に関する規定はないので，Ｘ社は，相当の期間を定めた履行の催

告をせずとも本契約を解除できる。 

イ 本契約を解除してしまうと，本契約が遡及的に消滅するが，その場合でもＹ社の債務不履行

によってＸ社が損害を被ったのであれば，Ｘ社は，Ｙ社に対して損害賠償請求をすることが

できる。 

ウ Ｘ社は，Ｙ社に対して，譲渡代金の支払を請求する場合，法定の割合の遅延損害金を請求で

きるが，その起算点は，Ｘ社からＹ社に対して第３条に規定する期日後に行った譲渡代金の

支払請求の日よりも前と考えられる。 

エ Ｘ社は，Ｙ社が本商標権を，本件の事情を知らないＺ社に再譲渡し，Ｚ社に対する本商標権

の移転登録が完了した場合，本契約を解除しても本商標権の返還を受けることができない可

能性が高い。 

 

  

17 １級　学科試験



問１５ 

Ｘ社では，自社の知的財産について価値評価を行うことを検討している。Ｘ社の知的財産部の

部員である甲と乙が，知的財産の価値評価方法について話している。ア～エを比較して，甲と乙

の会話として，最も不適切と考えられるものはどれか。 

 

ア 甲 「コストアプローチには，取替原価法という評価手法があるそうですね。これはどのよ

うな評価手法ですか。」 

乙 「取替原価法は，対象知的財産を現在の状態に到達させるために負担されてきたすべて

の支出原価の合計にて評価する方法です。」 

イ 甲 「マーケットアプローチには，類似取引比較法という評価手法があるそうですね。これ

はどのような評価手法ですか。」 

乙 「類似取引比較法は，過去に実際に売買された類似知的財産の売買価格を参考にして，

対象知的財産の価値を類推する方法です。」 

ウ 甲 「インカムアプローチには，ロイヤルティ免除法という評価手法があるそうですね。こ

れはどのような評価手法ですか。」 

乙 「ロイヤルティ免除法は，対象知的財産を第三者からライセンスされているものと仮定

した場合に，当該第三者へ支払うことが想定されるロイヤルティコストを，類似する

ライセンス契約から推定する方法です。」 

エ 甲 「インカムアプローチには，利益分割法という評価手法があるそうですね。これはどの

ような評価手法ですか。」 

乙 「利益分割法は，事業から得た利益（現在価値）を対象知的財産の貢献度に応じて配分

し，対象知的財産の価値を求める方法です。」 
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問１６ 

Ｘ社の知的財産部の新入部員甲は，今後行う予定の複数の商標登録出願に関する先行商標調査

を任されることとなった。甲は，先行商標調査に当たり留意すべき事項（特に，商標の類否判断

方法）について上司乙に質問している。ア～エを比較して，甲と乙の会話として，最も不適切と

考えられるものはどれか。 

 

ア 甲 「商標の類否判断において，取引の実情はどのように考慮すべきですか。」 

乙 「商標の類否判断に当たっては，指定商品又は指定役務における一般的・恒常的な取引

の実情のみならず，当該商標が現在使用されている商品又は役務についてのみの特殊

的・限定的な取引の実情も考慮します。」 

イ 甲 「２以上の自然な称呼を有する文字商標に振り仮名が付されている場合，称呼の認定は

どのように行いますか。」 

乙 「商標『白梅』における『ハクバイ』及び『シラウメ』のように２以上の自然な称呼を

有する文字商標は，その一方を振り仮名として付した場合であっても，他の一方の称

呼も生じるものと判断します。」 

ウ 甲 「外国語からなる商標について観念の認定はどのように行いますか。」 

乙 「商標を構成する外国語について，辞書等にその意味が掲載されているとしても，当該

商標に接する需要者がその意味を直ちに理解，認識し得ないと判断される場合には，

当該商標からその意味による観念は生じません。」 

エ 甲 「結合商標について称呼等の認定はどのように行いますか。」 

乙 「結合商標は，商標の各構成部分の結合の強弱の程度を考慮し，各構成部分がそれを分

離して観察することが取引上不自然であると思われるほど強く結合しているものと認

められない場合には，その一部だけから称呼，観念が生じ得るものと判断します。」 
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問１７ 

Ｘ社は商標Ａについて第３類「口臭用消臭剤，せっけん類，歯磨き，化粧品」を指定商品とす

る商標登録Ｂに係る商標権を所有しているところ，商標登録Ｂについてすべての指定商品を対象

とする不使用取消審判が請求された。Ｘ社の商標担当者である甲は，商標登録Ｂの登録を維持す

るため使用証拠の提出について検討している。ア～エを比較して，甲の考えとして，最も適切と

考えられるものはどれか。 

 

ア 商標Ａを使用した「化粧品」については使用証拠を提出できるが，商標Ａを使用した「口臭

用消臭剤」については提出できないので，商標登録Ｂは取り消されてしまうと考えた。 

イ 現在，Ｘ社のウェブサイトで商標Ａを使用した「サプリメント」を紹介しているので，この

ウェブサイトの写しを提出しようと考えた。 

ウ 現在は販売していないが，２年前に商標Ａを使用した「歯磨き」を１年間限定で販売してい

たので，その時作成したパンフレットを提出しようと考えた。 

エ これから商標Ａを使用した「せっけん類」に関する商品を販売する計画があるので，商標の

使用を開始する意思を証明する書面を提出しようと考えた。 

 

 

問１８ 

Ｘ社の商標担当者である甲は，７年前に登録された自社の商標登録Ａに類似すると思われるＹ

社の商標登録Ｂを発見した。甲は，商標登録Ｂは過誤登録であると考え，商標登録Ｂについて何

らかの対応が必要だと考えている。なお，Ｙ社の商標登録Ｂは約２カ月前に登録され商標掲載公

報が約１カ月前に発行されている。ア～エを比較して，甲の考えとして，最も適切と考えられる

ものはどれか。 

 

ア 商標登録Ｂは登録から３年経過していないが，Ｙ社は商標登録Ｂに係る登録商標を過去３年

以上使用していないので，不使用取消審判を請求しようと考えた。 

イ 商標登録Ｂは登録異議の申立てが可能な期間ではあるが，準備期間が足りないので，異議申

立書の提出期間を延長しようと考えた。 

ウ 商標登録Ｂは登録異議の申立てが可能な期間ではあるが，登録異議申立てではなく，無効審

判を請求することを検討しようと考えた。 

エ 自社の商標登録Ａは登録から５年以上経過しているので，商標登録Ａの存在を理由として商

標登録Ｂについて無効審判を請求することはできないと考えた。 

 

 

  

20１級　学科試験



 

問１９ 

Ｘ社の商標担当者甲は，来年度に更新期限を迎える自社所有の商標権Ａの更新について検討し

ている。また，更新せずにすでに更新期限を過ぎてしまっている商標権Ｂについても，まだ使用

しているとの指摘があったので対応を検討している。ア～エを比較して，甲の考えとして，最も

不適切と考えられるものはどれか。 

 

ア 更新登録申請は，存続期間満了前６カ月から可能なので，商標権Ａの更新可能期間に入った

ら早めに手続しようと考えた。 

イ Ｘ社では，近い将来，商標権Ａに係る商標を使用しなくなる可能性が高いことから，商標権

Ａの更新登録の申請においては５年の分割納付をしようと考えた。 

ウ 商標権Ｂは存続期間満了からまだ６カ月経過していないので，正当な理由があれば割増登録

料を支払うことなく更新できると考えた。 

エ 商標権Ｂは存続期間満了からまだ６カ月経過していないので，正当な理由がなくても更新で

きると考えた。 

 

 

問２０ 

ア～エを比較して，意匠法第３条第１項柱書の工業上利用することができる意匠について，最

も不適切と考えられるものはどれか。 

 

ア 工業上利用することができる意匠に該当するためには，意匠法上の「意匠」を構成するもの

であること，意匠が具体的なものであること，工業上利用することができるものであること

の３つの要件を満たす必要がある。 

イ 物品の意匠の場合に，工業上利用することができるとは，同一のものを複数製造し得ること

をいう。自然石をそのまま使用した置物は，ほとんど加工を施さない自然物をそのままの形

状で使用するもの，すなわち自然が生み出した造形美というべきものを意匠の主たる要素と

したものであって，工業的技術を利用して同一物を反復して多量に生産し得るものでないこ

とから，工業上利用することができるものに該当しない。 

ウ 画像の意匠の場合に，工業上利用することができるとは，同一のものを複数作成し得ること

をいう。 

エ 建築物は不動産なので，建築物の意匠の場合に，同一のものを複数建築できる可能性がなく

とも，工業上利用することができる意匠に該当する。 

 

 

  

21 １級　学科試験



問２１ 

ア～エを比較して，画像意匠（物品から離れた画像自体の意匠）について，最も適切と考えら

れるものはどれか。 

 

ア 意匠法による保護の対象となる画像意匠は，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られない。 

イ 画像意匠について意匠登録出願する場合は，「意匠に係る物品」の欄に，画像の具体的な用

途を明確に記載する必要はない。よって，「画像意匠」，「画像」の記載が認められる。 

ウ 変化する画像意匠について，図面等の記載のみでは変化の順序又は変化の態様が明らかでな

いときは，これらについての説明を「意匠の説明」の欄に記載する必要がある。 

エ 変化する画像意匠について，一の出願に複数の画像が表されている場合であっても，「意匠

に係る物品の説明」等の願書の記載及び願書に添付した図面等の内容から，同一の機能のた

めのものであること，又は，形状等の関連性があること，のいずれかの要件を満たすもので

あると認められる場合には，これら複数の画像を含んだ状態で一の意匠として取り扱われ

る。 

 

 

  

22１級　学科試験



 

問２２ 

次の文章は，ある下級審判決の一部である。ア～エを比較して，この判決に関する説明とし

て，最も不適切と考えられるものはどれか。 

 

被告書籍の題号は，「朝バナナダイエット成功のコツ４０」であり，本件商標と同一又は

類似の「朝バナナ」を含む。 

商標の使用が商標権の侵害行為であると認められるためには，登録商標と同一又は類似の

第三者の標章が，単に形式的に指定商品又はこれに類似する商品等に表示されているだけで

は足りず，その商品の出所を表示し自他商品を識別する標識としての機能を果たす態様で使

用されていることを要するものと解すべきである。 

……で認定したところによれば，被告書籍の内容は，「朝バナナダイエット」というダイ

エット方法を実行し，ダイエットに成功するために，著者が成功の秘訣と考える事項を４０

項目挙げるというものであり，題号の表示も，被告書籍に接した読者において，書籍の題号

が表示されていると認識するものと考えられる箇所に，題号の表示として不自然な印象を与

えるとはいえない表示を用いて記載されているといえる。 

そうすると，被告書籍に接した読者は，「朝バナナ」を含む被告書籍の題号の表示を，被

告書籍が「朝バナナダイエット」というダイエット方法を行ってダイエットに成功するため

の秘訣が記述された書籍であることを示す表示であると理解するものと解される。 

なお，被告書籍の題号のうち，「朝バナナ」の文字部分は，「ダイエット成功のコツ４

０」の部分に比べて大きく記載されており，被告書籍の題号中当該部分が強調されていると

いえる。しかしながら，「朝バナナ」という用語は，朝食時にバナナと水を摂取することを

基本とするダイエット方法として知られる「朝バナナダイエット」を略称した用語として一

般に知られていること……，両部分は統一感のあるデザイン，色調で記載されていることに

照らせば，被告書籍に接した読者は，「朝バナナ」という部分を，原告の出版活動と関連さ

せて理解するというよりは，むしろ，被告書籍が「朝バナナダイエット」に関する内容の書

籍であることを強調する部分であると理解するものと考えられる。 

 

ア 本判決は，商標権侵害は，出所表示機能，自他商品識別機能を果たす態様で使用されている

ことを要するとしている。 

イ 本判決は，書籍の題号は，掲載されている著作物の内容と合わせて同一性保持権の保護対象

であり，著作権法上の保護を受けることとなるため，商標権の効力は及ばないとしている。 

ウ 本判決は，書籍表紙の具体的な態様を検討し，題号が書籍の内容を示すものであると認定し

ている。 

エ 本判決は，書籍題号中本件商標と同一部分のみが拡大表示されているものの，デザイン，色

調の統一性から，題号が書籍の内容を強調するものであると理解されるとしている。 

 

 

  

23 １級　学科試験



問２３ 

生産者団体Ｘの構成員甲と乙は，生産者団体Ｘが生産販売している果物Ｋの名称Ａと花Ｈの名

称Ｂについて，特定農林水産物等の名称の保護に関する法律（以下，「ＧＩ法」という。）によ

る保護を検討している。ア～エを比較して，甲と乙の会話として，最も適切と考えられるものは

どれか。 

 

ア 甲 「ＧＩ法による保護を受けるメリットには，どのようなものがありますか。」 

乙 「例えば果物Ｋの名称ＡがＧＩ法に基づく登録を受けることができれば，名称Ａと同一

又は類似の名称を使用する者等に対して，生産者団体Ｘが差止請求又は損害賠償請求

をすることが可能となります。」 

イ 甲 「果物Ｋの名称Ａと花Ｈの名称Ｂは，いずれもＧＩ法に基づく登録を受けることが可能

ですか。」 

乙 「果物Ｋは飲食用であり，その名称ＡはＧＩ法に基づく登録を受ける可能性があります

が，花Ｈは鑑賞用であるため，その名称ＢがＧＩ法に基づく登録を受けることはでき

ません。」 

ウ 甲 「ＧＩ法に基づく登録を受けるために必要な費用には，どのようなものがあります

か。」 

乙 「登録のための申請時には費用は不要ですが，登録が認められた際に登録免許税が必要

になります。なお，その後の更新料は不要です。」 

エ 甲 「ＧＩ法に基づく登録を受けることができた場合，この登録に基づいて第三者にライセ

ンスを付与してライセンス収入を得ることは可能ですか。」 

乙 「所定の条件を満たす第三者に対してライセンスすれば，その第三者からライセンス収

入を得ることも可能です。」 

 

 

問２４ 

ア～エを比較して，不当景品類及び不当表示防止法（以下，「景品表示法」という。）に関し

て，最も不適切と考えられるものはどれか。 

 

ア 景品表示法は，商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防

止して一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁

止について定めることにより，一般消費者の利益を保護することを目的としている。 

イ 実際には，国産有名ブランド牛の肉ではない国産牛肉であるにもかかわらず，あたかも「国

産有名ブランド牛の肉」であるかのように表示した場合，当該表示の決定に関与した者の故

意又は過失の有無を問わず，景品表示法の規制の対象となり得る。 

ウ 景品表示法に違反した場合であっても，消費者庁長官が，違反した事業者に対し，商品の販

売禁止命令，回収命令，業務停止命令などを行う場合はない。 

エ 同一の事案に対し，景品表示法と不正競争防止法が同時に適用される場合はない旨の調整規

定がある。  

24１級　学科試験



 

問２５ 

食品メーカーであるＸ社は，主力商品のラベルに著名な版画家である甲が制作し著作権を有す

る版画の複製を採用することとし，Ｘ社と甲の間で，有効期間を３年間とする著作物使用許諾契

約（以下，「本契約」という。）を締結した。ア～エを比較して，最も不適切と考えられるもの

はどれか。 

 

ア 本契約の締結時において，甲は認知症であり，成年被後見人であった。甲の成年後見人は，

本契約を取り消すことができるが，甲が自らの食事のためにＸ社の販売店から購入したＸ社

の食品について，その売買契約を取り消すことはできない。 

イ 本契約は，Ｘ社代表者と甲の長女である乙との間で締結され，契約書にはＸ社代表者と乙の

記名押印がある。この場合，Ｘ社と甲の間の著作物使用許諾契約は原則として無効である

が，乙が「甲代理人 乙」との名刺をＸ社に渡すことを甲が許していた場合には，Ｘ社と甲

の間の著作物使用許諾契約が有効となることがある。 

ウ 本契約が有効に締結された日の１年後に甲が死亡した。契約当事者の死亡により本契約は当

然に終了するため，Ｘ社は甲の死亡時から著作物使用料を支払う必要はない。 

エ 本契約には，債権譲渡を禁止する条項が定められていたが，甲は本契約に基づく債権をＹ社

に譲渡した。甲のＹ社に対する債権譲渡は有効であるが，Ｙ社が本契約における債権譲渡禁

止の条項について知っていた場合には，Ｘ社は原則として支払を拒むことができる。 

 

 

  

25 １級　学科試験



問２６ 

米国法人の子会社である日本法人Ｘ社は，日本法人であるＹ社が販売する商品に使用している

標章が，Ｘ社が日本で商標登録している商標権を侵害していると考えている。ア～エを比較し

て，この場合の商標権侵害訴訟について，最も不適切と考えられるものはどれか。 

 

ア Ｘ社の住所地は広島県にあり，Ｙ社の住所地は愛知県にある。Ｘ社は，Ｙ社に対する商標権

侵害を理由とする損害賠償請求訴訟を東京地方裁判所に提起することができるが，訴訟の著

しい遅滞を避けるため必要があると認められる場合には，大阪地方裁判所に訴訟が移送され

ることがある。 

イ Ｘ社は，Ｙ社に対する商標権侵害訴訟において，米国人であるＸ社代表者が英語で記述した

陳述書を証拠として提出したいと考えている。この場合，陳述書は簡潔なものであり，かつ

他の証拠と立証趣旨が同一であるため，日本語訳文を添付する必要はない。 

ウ Ｘ社のＹ社に対する商標権侵害訴訟の第一審において，Ｙ社はＸ社に対して金１０００万円

を支払えとの判決が２０２●年４月１日に言い渡され，Ｙ社は同年４月３日に判決正本の送

達を受けた。Ｙ社が控訴するためには，同年４月４日から起算して２週間以内に，第一審裁

判所に控訴状を提出しなければならない。 

エ ウに記載する第一審判決には仮執行宣言が付されていた。Ｙ社が控訴する場合，執行停止の

申立てをすることができるが，Ｙ社は同申立てにおいて，原判決が取消し若しくは変更の可

能性があること，又は執行により著しい損害を生ずるおそれがあることについて，証明まで

行う必要はない。 

 

 

問２７ 

ア～エを比較して，不正競争防止法第２条第１項第１号に定める周知表示混同惹起行為につい

ての説明として，最も不適切と考えられるものはどれか。 

 

ア 「商品等表示」とは，人の業務に関わる氏名，標章等をいうが，特許庁により審査・登録さ

れることにより保護される商標権と異なり，自他商品等識別力又は出所表示機能を有するも

のである必要はない。 

イ 「需要者の間に広く認識されている」のうち，「需要者」には，商品が消費者に至るまでの

卸売業者，販売店等も含まれる。 

ウ 「混同を生じさせる行為」については，商品の営業主体として自社と他社との混同が生じる

おそれがある場合だけでなく，自社と他社が同一の表示の商品化事業を営むグループ企業で

あると誤信させる行為も含まれる。 

エ 本条項に掲げる周知表示混同惹起行為を行った者であっても，類似の商品又は営業について

慣用されている商品等表示を普通に用いられる方法で使用した場合には，懲役刑を科される

ことはない。 

  

26１級　学科試験



 

問２８ 

Ｘ社の知的財産部の部員甲は，部員乙に，弁理士が可能な業務について話を聞いている。ア～

エを比較して，甲と乙の会話として，最も不適切と考えられるものはどれか。 

 

ア 甲 「商標登録出願の拒絶査定に対する審判に関し，弁理士は単独で代理ができますか。」 

乙 「弁理士は，商標登録出願の拒絶査定に対する審判を単独で代理ができると共に，同審

判の審決に対する審決取消訴訟についても単独で代理が可能です。」 

イ 甲 「商標登録の無効の審判に関し，弁理士は単独で代理ができますか。」 

乙 「弁理士は，商標登録の無効の審判を単独で代理ができると共に，同審判の審決に対す

る審決取消訴訟についても単独で代理が可能です。」 

ウ 甲 「商標登録の不使用取消審判に関し，弁理士は単独で代理ができますか。」 

乙 「弁理士は，不使用取消審判を単独で代理ができると共に，同審判の審決に対する審決

取消訴訟についても単独で代理が可能です。」 

エ 甲 「商標権侵害に基づく差止請求に関し，弁理士は単独で代理ができますか。」 

乙 「弁理士であるだけでは商標権侵害に基づく差止請求の単独代理はできませんが，特定

侵害訴訟代理業務の付記を受けた弁理士であれば，そのような差止請求の単独代理が

可能です。」 

 

 

  

27 １級　学科試験



問２９ 

次の文章は，ある控訴審判決の一部である。ア～エを比較して，この判決に関する説明とし

て，最も不適切と考えられるものはどれか。 

 

被控訴人が広告主である，「石けん百貨」との表示を含む検索連動型広告のハイパーリ

ンク先の楽天市場リスト表示画面において，登録商標である「石けん百貨」の指定商品で

ある石けん商品の情報が表示された場合には，これをユーザーから見れば……両画面が一

体となって，「石けん百貨」ブランドの石けん商品を買いたいなどの動機によりＧｏｏｇ

ｌｅ等で「石けん百貨」をキーワードとして検索をしたユーザーを，被控訴人の開設する

ウェブサイト内にある，「石けん百貨」の指定商品である石けん商品が陳列表示された石

けん商品販売業者のウェブページに誘導するための広告であると認識されるのであるか

ら，被控訴人が当該状態及びこれが商標の出所表示機能を害することにつき具体的に認識

するか，又はそれが可能になったといえるに至ったときは，その時点から合理的期間が経

過するまでの間にＮＧワードリストによる管理等を行って，「石けん百貨」との表示を含

む検索連動型広告のハイパーリンク先の楽天市場リスト表示画面において，登録商標であ

る「石けん百貨」の指定商品である石けん商品の情報が表示されるという状態を解消しな

い限り，被控訴人は，「石けん百貨」という標章が付されたことについても自らの行為と

して認容したものとして，商標法第２条第３項第８号所定の要件が充足され，被控訴人に

ついて商標権侵害が成立すると解すべきである。 

被控訴人は，前記認定事実……の通り，本件の訴状によって本件広告の存在を認識する

や，直ちに（訴外被控訴人への出店者である）「Ｐ１」の出店ページを調査してサーチ非

表示にするとともに隠れ文字（「石けん百貨」等が隠れ文字として使用されていた）の削

除を求める一方，●（省略）●そうすると，被控訴人は，被控訴人が広告主である，「石

けん百貨」との表示を含む検索連動型広告のハイパーリンク先の楽天市場リスト表示画面

において，登録商標である「石けん百貨」の指定商品である石けん商品の情報が表示さ

れ，商標の出所表示機能を害する状態であることにつき具体的に認識してから合理的期間

が経過するまでの間に●（省略）●等を行って，上記の状態を解消したというべきであ

り，被控訴人は，石けん商品に「石けん百貨」という標章を付されていることについて自

らの行為として認容していたと認めるには至らない。 

 

ア 本判決は，検索連動型広告における登録商標の表示行為を，商標法第２条第３項第８号に該

当する行為であるとしている。 

イ 本判決は，検索連動型広告において登録商標が表示されていないケースについて判示するも

のではない。 

ウ 本判決は，広告主であるモール運営者が，検索連動型広告において登録商標が表示されてい

ることを認識し得た時点から合理的期間が経過するまでに，当該状態を解消することができ

れば，商標権侵害とはならないとしている。 

エ 本判決は，隠れ文字に登録商標を使用していた被控訴人加盟店は，当然に商標権侵害行為を

行っているとしている。  
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問３０ 

Ｘ社の知的財産部の部員甲と乙が，日本における知的財産権侵害品の輸出入差止めに関して会

話をしている。ア～エを比較して，乙の発言として，最も不適切と考えられるものはどれか。 

 

甲     「上司から頼まれて税関に輸入差止申立てをすることになりました。」 

乙     「どの権利について申請するのですか。」 

甲     「商標権，著作権，著作隣接権について申請する予定です。さらに，権利登録はあ

りませんが，不正競争防止法でも申請できるのですよね。」 

乙の発言１ 「不正競争防止法でも申請できますよ。第２条第１項第１号で申請するとよいと思

います。」 

甲     「そうですね。では，書類が準備できたら税関に申請に行かないといけませんね。

ウェブで申請はできるのですか。」 

乙の発言２ 「今はＮＡＣＣＳ汎用申請業務を利用した提出も可能なので，特に手続せずにすぐ

にウェブで提出できますよ。」 

甲     「そうなのですね。電子化が進んでいるのですね。それから，著作権は他の会社と

の共有のものもあるので，調整が必要ですよね。」 

乙の発言３ 「権利が共有でも単独で申請可能ですよ。それでも事前に調整しておくのはよいと

思いますよ。」 

甲     「税関への差止申立てには手数料はかかりませんが，貨物の保管料などの負担があ

るので，予算を考えておかないといけませんね。」 

乙の発言４ 「いえ，貨物の保管料を権利者が負担することはありませんよ。」 

 

ア 発言１ 

イ 発言２ 

ウ 発言３ 

エ 発言４ 
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問３１ 

日本の税関において，Ｘ社の登録商標を付した疑義貨物について認定手続が開始されたとこ

ろ，輸入者から，次の意見書が提出された。ア～エを比較して，当該意見書についての検討結果

として，最も不適切と考えられるものはどれか。 

 

 

拝啓 

弊社の貨物がＸ社の商標権を侵害しているとの理由により認定手続開始通知書を受領しました。し

かし，以下の理由により，弊社の貨物の輸入は商標権侵害に該当するものではないと考えます。 

 

１．弊社はこの貨物の輸入を今回初めてしており，「業として」輸入するものではない。 

２．この貨物は中国の正規販売店から購入したものである。 

 

以上のことから，弊社の貨物は商標権侵害品ではない。仮に商標権侵害であるというのであれば，

当該貨物が正規品でないことをＸ社が証明してください。 

敬具 

 

 

ア 「業として」とは「一定の目的の下に反復継続して行う行為として」という意味であるの

で，今回の疑義貨物の輸入が初めてであったのであれば，「業として」の該当性は基本的に

否定される。 

イ 調査の結果，意見書に記載の「中国の正規販売店」はＸ社の登録商標のライセンシーである

ことが判明した。このため，今回の疑義貨物の輸入は並行輸入に該当し，商標権侵害に該当

しない可能性が高い。 

ウ 意見書ではＸ社において疑義貨物が正規品でないことを証明する必要があるかのように主張

されているが，商標権侵害訴訟において商標の使用権限があることは被告側の抗弁であるこ

とから，本件においても輸入者側において疑義貨物が正規品であることを主張立証しなけれ

ばならない。 

エ 調査の結果，疑義貨物は中国において販売されている正規のＸ社製品を開封して小分けにし

たものであり，それにより品質が変容していることが判明した。このため，今回の疑義貨物

の輸入は並行輸入に該当せず，商標権侵害に該当する可能性が高い。 
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７ 問３２～問３４に答えなさい。 

 

問３２ 

ア～エを比較して，中国における知的財産権侵害品の輸出入差止めについて，最も不適切と考

えられるものはどれか。 

 

ア 中国においては，税関総署に知的財産権の登録をすることが可能であり，これにより模倣品

の水際対策を強化することができる。 

イ 中国では税関から連絡があってから３営業日以内に回答する必要がある。ただし，税関と相

談することで，１～２日程度の猶予が認められる場合がある。 

ウ 中国においては，税関総署の登録システムを通じて，合法的な輸出入者の登録をすることが

でき，正規品の輸出入が誤って差止めされることを防止することができる。 

エ 中国国外からの製造委託を受けて中国で製造された製品であり全量委託元の国に輸出される

製品については，中国国内での流通がないため，中国において商標権登録された他人商標が

付されていたとしても商標権侵害に該当せず，輸出の差止めを受けることはない。 

 

 

問３３ 

日本企業であるＸ社は，中国に自社製品を輸出するため，中国で商標登録出願することを考え

ている。ア～エを比較して，最も不適切と考えられるものはどれか。 

 

ア 出願に係る商標が，すでに中国で第三者に使用され，関連する公衆に熟知されている場合に

は，第三者により商標が出願・登録されていなくても，Ｘ社の商標が登録できないこともあ

る。 

イ 中国では，Ｘ社が商標登録出願をした後は，登録がされる前であっても製品上に登録商標で

ある旨を表示することが許されている。 

ウ Ｘ社が自らの社名を中国で企業名称として登記していた場合であっても，製品上の表示の形

態によっては，先に登録された中国の商標権を侵害する可能性がある。 

エ 中国では，いわゆる懲罰的賠償制度が導入されており，悪質な侵害行為で情状が重大な場合

には，実際の損害等により算定された額の５倍以下の損害賠償額が課される可能性があるた

め，注意を要する。 
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問３４ 

電機メーカーのＸ社は，中国で販売する予定の自社製品について中国で意匠権を取得すること

を検討している。ア～エを比較して，最も適切と考えられるものはどれか。 

 

ア 中国では部分意匠は認められていないため，Ｘ社が製品の一部に対し意匠権を取得すること

はいかなる場合でもできない。 

イ 中国での意匠権は，日本と同様に登録日から２０年間保護される。 

ウ Ｘ社が中国で登録を受けた意匠権が侵害された場合，当該侵害行為がいかに悪質であったと

しても，いわゆる懲罰的賠償が課されることはない。 

エ 中国での意匠権に対しては，日本と異なり意匠審査官による実体審査は行われない。 
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８ 問３５～問３６に答えなさい。 

 

問３５ 

日本の靴メーカーＸ社は，最近，米国に進出をした。Ｘ社の知的財産担当者甲は，自社ブラン

ドを保護すべく米国の商標制度について検討している。ア～エを比較して，甲の考えとして，最

も不適切と考えられるものはどれか。 

 

ア 米国の商標の保護については，連邦登録による保護のほか，コモンロー（慣習法）による保

護もあるため，商標出願前の調査においては，連邦登録における先行商標のみならず実際の

使用状況などの調査も大事である。 

イ 米国の商標制度は使用主義が特徴であり，商標登録を受ける際などに使用証拠の提出が必要

になる。使用証拠の提出のタイミングは，商標登録を受ける際及び１０年毎の更新手続の際

に提出すれば足りる。 

ウ わが社で販売する靴ケア用のクリームは香りが特徴的である。香りは，日本では商標法の保

護対象とならないが米国では商標法の保護対象となるので，商標登録を検討する価値があ

る。 

エ わが社のブランドが使用による識別力もない記述的商標と判断された場合であっても，補助

登録簿（Supplemental Register）への登録を受けることができる制度を利用すれば，Ⓡ

マークを付すことができたり類似の後願を排除できたりといったメリットがあるので，仮に

拒絶理由通知を受けた際に審査官から補助登録の示唆があるようなら，検討する価値があ

る。 

 

問３６ 

Ｘ社が米国連邦商標登録出願をしたところ，米国特許商標庁から拒絶理由が通知された。 

 

前略 

Registration Refused: Mark is Merely Descriptive 

Registration is refused because the applied mark merely describes a feature or 

characteristic of applicant's goods and/or services. Trademark Act Section 2(e)(1), 15 

U.S.C. §1052(e)(1)... 

 

ア～エを比較して，この拒絶理由通知への対応として，最も適切と考えられるものはどれか。 

 

ア デザインが実用的な効果を生じさせないことや，代替的なデザインが存在すること，デザイ

ンの実用的効果を強調する広告がないことなどを反論する。 

イ 引用商標とは商標及び商品において類似せず需要者が混同しないことなどを反論する。 

ウ 当該商標は指定商品の特徴等を暗示的（suggestive）に示唆するにとどまる商標であること

を反論する。 

エ 需要者は商品の特徴を知っているので欺瞞的（deceptively misdescriptive）ではないことを

反論する。  
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９ 財務会計・管理会計のクラウドＳａａＳ型ソフトウエア「ＡＢＣ」を開発するＸ社の商標担

当者甲は，「ＡＢＣ」の米国展開を検討するため，商標「ＡＢＣ」の米国での連邦商標登録に

ついてＹ特許事務所に相談している。問３７～問３９に答えなさい。 

 

問３７ 

商標「ＡＢＣ」の指定商品・指定役務の記載として，Ｘ社では，１区分のみについて次の英文

説明で米国連邦商標登録出願をすることを決定した。ア～ウを比較して，区分についての甲の考

えとして，最も適切と考えられるものはどれか。なお，第１類～第３４類までが商品区分，第３

５類～第４５類までがサービス区分となる。（この問題には選択枝エはない） 

 

  Providing on-line non-downloadable software for enterprise resource planning for 

commercial use. 

 

 

ア 第９類 

イ 第２５類 

ウ 第４２類 

 

 

問３８ 

使用主義を基礎とする米国での商標権取得について，Ｘ社は，州際間での商標の使用をどのよ

うに証明するべきかを，連邦商標登録出願前から理解しておきたいと考えている。ア～エを比較

して，米国特許商標庁に提出する商標「ＡＢＣ」の使用証拠に関する甲の考えとして，最も適切

と考えられるものはどれか。但し，すべての商標見本において商標「ＡＢＣ」のマークが付され

ているものとする。 

 

ア 消費者が当該ソフトウエアの概要を確認し利用できる英文ウェブサイトのページをキャプ

チャしたものを提出する。 

イ 米国で開催される見本市でのＸ社の展示スペースの写真を撮影して提出する。 

ウ 当該ソフトウエアの営業チームが使用するＸ社の会社概要が説明されている英文パンフレッ

トを提出する。 

エ 英文で書かれた会社の名刺を提出する。 
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問３９ 

ア～エを比較して，連邦商標登録（主登録とする）を受けることのメリットについての甲の考

えとして，最も不適切と考えられるものはどれか。 

 

ア 商標権の侵害が生じた場合，連邦裁判所に訴訟を提起することができる。 

イ Ⓡマークの使用が可能となる。商標「ＡＢＣ」が連邦商標登録されていることを他者に対し

て通知したものとされる。 

ウ 連邦商標登録を受けると，米国市場における継続的な使用の証明を一切行う必要がなくな

る。 

エ 連邦商標登録を受けた商標「ＡＢＣ」について米国全州において排他的な商標権の有効性が

法律上推定される。 
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１０ 日本の食品メーカーＸ社の知的財産部において，部長甲と部員乙が，欧州での新商品の商

標戦略について検討している。問４０～問４２に答えなさい。 

 

乙 「研究開発段階で特許関係は手続済です。ＰＣＴ経由で欧州（ＥＰ）へ出願し，昨年めでた

く欧州特許となり各国移行も完了しています。他方で，商標は先日決まったばかりですか

ら，まだ手つかずです。①欧州特許を移行した国と同一の国に商標出願しましょうか。ド

イツ，フランス，イギリス，オランダ，ベルギー，デンマークの６カ国です。」 

甲 「そうしましょう。では②特許のときに依頼したドイツの現地代理人に連絡してくださ

い。」 

乙 「わかりました。③マドプロ出願をして欧州を指定してもいいでしょうね。日本では商標出

願済で基礎出願がありますし，後でアジアでも保護が必要になるかもしれませんから。」 

甲 「そうですね。ところで肝心の商標は日本で先週，拒絶理由通知を受領しましたよね。欧州

では大丈夫ですか。」 

乙 「識別性がないとする拒絶理由でした。④本商品名はアジアの古い地名ですから欧州では問

題ないと思いますが，念のため現地代理人に確認します。」 

甲 「お願いします。グローバルな先行調査を行い，出願するまでの間に先に出願している人が

いたらどうなりますか。拒絶されるのですか。」 

乙 「⑤先願の存在を理由には拒絶は通知されません。調査報告で挙げられた場合や，異議申立

てがなされた場合に，対応策を検討することになります。」 

甲 「欧州で必要なのは特許をとった６カ国と，あと数カ国くらいですよね。年金が高いと困り

ますし，欧州商標でとるメリットはあるのですか。」 

乙 「⑥各国の代理人に依頼して個別に手続するよりも，ＥＵ加盟国についてはＥＵで有効な１

つの権利を取得することで費用面・管理面でメリットがあるといえます。」 

甲 「欧州も存続期間は１０年なのですか。」 

乙 「はい，⑦登録日から１０年です。⑧更新も可能です。ところで，⑨本商品のパッケージの

色の組合せは特徴的ですよね。商品名とは別に，色彩の商標もチャレンジしてはどうです

か。」 
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問４０ 

ア～エを比較して，下線①～④に関する乙からの問合せに対する現地代理人事務所の回答とし

て，最も適切と考えられるものはどれか。 

 

ア 下線①について「ＥＵＴＭ出願を勧めます。一のＥＵＴＭでこの６カ国をカバーできますか

ら，手続的にも費用的にもメリットが大きいためです。」との回答であった。 

イ 下線②について「私のような欧州特許弁理士は，欧州特許庁（ＥＰＯ）だけではなく，欧州

連合知的財産庁（ＥＵＩＰＯ）への手続について貴社を代理することができます。」との回

答であった。 

ウ 下線③について「マドプロ経由でＥＵＴＭの登録を目指す場合には，いかなる場合でも欧州

代理人は必要ありません。」との回答であった。 

エ 下線④について「欧州の地名ではなくアジアの地名であっても，商品との関係で記述的と判

断される場合には，拒絶される場合があります。」との回答であった。 

 

問４１ 

ア～エを比較して，波下線⑤～⑧について，最も不適切と考えられるものはどれか。 

 

ア 波下線⑤ 

イ 波下線⑥ 

ウ 波下線⑦ 

エ 波下線⑧ 

 

問４２ 

ア～エを比較して，破下線⑨に関して，最も不適切と考えられるものはどれか。 

 

ア 色彩に係る商標であっても，識別性を有する商標であれば，登録される場合がある。 

イ 商品の包装の一部に係る色彩について保護を求めることも可能である。 

ウ 商標が識別性を有しないとして審査官によって拒絶され，当該拒絶の判断に不服がある場

合，欧州連合司法裁判所へ審判を請求することができる。 

エ 色彩の組合せに係る商標をＥＵＩＰＯへ出願する際は，カラーコード等，色彩の説明を記載

しなければならない。 
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１１ 日本のアパレルブランドＸ社は，国内で展開をしているブランド「ＡＢＣ」の海外展開を

予定している。そこで，マドリッド協定議定書に基づく商標の国際登録制度（以下，「マドプ

ロ」という。）の利用を検討しており，Ｘ社の法務担当者甲が事業担当者乙に説明をしてい

る。問４３～問４５に答えなさい。 

 

問４３ 

ア～エを比較して，マドプロに関する甲の発言として，最も不適切と考えられるものはどれ

か。 

 

ア 「マドプロ出願については，世界中のすべての国や地域において利用可能なわけではないの

で，権利化を希望する国が加盟国であるかどうかの確認が必要です。」 

イ 「マドプロ出願については，日本の商標登録を基礎とするのであれば日本の特許庁を通じて

行う必要があり，国際事務局に直接出願することはできません。」 

ウ 「マドプロ出願する商標と基礎となる商標は，類似範囲であれば認められますので，変更し

た商標をマドプロ出願する商標としても問題ありません。」 

エ 「マドプロ出願において指定できる商品は，日本における基礎と完全に同一である必要はあ

りませんので，商品を減縮して行うこともできます。」 

 

 

問４４ 

甲がマドプロのメリットとデメリットについて乙に説明している。ア～エを比較して，最も適

切と考えられるものはどれか。 

 

ア 「各国に個別に出願するのに比べて費用が抑えられるというメリットがありますが，１０カ

国以上出願しないと費用削減効果がないと考えるのが一般的です。７カ国程度であれば各

国に個別に出願したほうが安くなることがほとんどです。」 

イ 「国際登録の存続期間は，各国での保護認容声明の通知の日から起算して１０年となりま

す。各国毎に存続期間が異なるので更新の期限管理には注意が必要という点はデメリット

といえます。」 

ウ 「国際登録の日から５年経過までに基礎となる出願が拒絶された場合には，その範囲につい

て国際登録による標章の保護を主張することができなくなる点はデメリットですので，で

きれば日本の商標登録出願が登録になるのを待ってからこれを基礎としてマドプロ出願す

べきといえます。」 

エ 「マドプロ出願すれば登録要件の審査は国際事務局のみで行われ，これを通過すれば指定各

国では無審査で自動的に登録されますので，登録までのハードルが低いことはメリットと

いえます。」 

 

 

  

38１級　学科試験



 

問４５ 

ブランド「ＡＢＣ」の海外展開については時期的に２段階で広げることを考えている。つま

り，米国，ＥＵで成功したのを確認した後に，中国，韓国に展開をしたいと考えている。ア～エ

を比較して，甲の発言として，最も適切と考えられるものはどれか。 

 

ア 「マドプロ出願においては，出願時に権利化を希望するすべての国や地域を指定しなければ

なりません。米国，ＥＵ，中国，韓国のすべてを指定して国際登録出願を行い，中国，韓

国に進出しないのであれば後で保護を放棄するという流れになります。」 

イ 「マドプロ出願においては，出願時に権利化を希望する国や地域を３以上含める必要があり

ます。出願時には，米国，ＥＵに加えて，中国，韓国のいずれかを含めることを検討しま

しょう。」 

ウ 「国際登録による保護の効果が及ぶ領域については，米国，ＥＵを指定して国際登録出願を

行い，国際登録がされた後であっても，進出が決まった時点で，中国，韓国について事後

指定を行う方法が考えられます。」 

エ 「国際登録による保護の効果が及ぶ領域については，国際登録の後であっても拡張すること

ができますが，国際登録の日から５年以内に事後指定を行う必要がありますので，５年経

過後であれば，中国，韓国については各国に個別に商標出願しなければなりません。」 
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【第41回知的財産管理技能検定】
【１級学科】
番号 正解
問１ ウ
問２ ア
問３ イ
問４ イ
問５ イ
問６ エ
問７ エ
問８ イ
問９ エ
問１０ ウ
問１１ エ
問１２ エ
問１３ ウ
問１４ ア
問１５ ア
問１６ ア
問１７ ウ
問１８ ウ
問１９ ウ
問２０ エ
問２１ ウ
問２２ イ
問２３ ウ
問２４ エ
問２５ ウ
問２６ イ
問２７ ア
問２８ エ
問２９ エ
問３０ イ
問３１ ア
問３２ エ
問３３ イ
問３４ エ
問３５ イ
問３６ ウ
問３７ ウ
問３８ ア
問３９ ウ
問４０ エ
問４１ ウ
問４２ ウ
問４３ ウ
問４４ ウ
問４５ ウ
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