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Ｈ２０ 
第１問 特許法 

以下の事実関係を前提として，後記の設問に答えよ。 

【事実関係】 

甲は，傘生地に特殊の樹脂を塗布する防水加工を施すことにより，防水効果を

発揮することを特徴とする傘の発明（以下「甲発明」という。）の特許権を有して

いる。 

乙は，甲発明の特許権について，その存続期間全部に対応する実施料全額を甲

に一括して支払って，甲から，専用実施権の設定を受け，甲発明の実施品である

Ａ傘の製造販売をしている。 

一方で，丙は，甲発明の特許出願がされた後，独自に開発した紫外線を吸収す

る傘生地に，上記特殊の樹脂を特定の温度条件で塗布する防水加工を施すことに

より，紫外線カット（ＵＶカット）効果及び防水効果を共に発揮する傘の発明（以

下「丙発明」という。）の特許出願をし，特許権の設定登録を受けた。 

丁は，丙から，丙発明の特許権について通常実施権の許諾を受け，丙発明の実

施品であるＢ傘の製造販売を開始した。 

 

〔設問１〕 

甲と乙は，それぞれ丁に対し，Ｂ傘の製造販売の差止め及び損害賠償を請求す

ることができるか。 

〔設問２〕 

１．丁は，丙発明の特許について，特許無効審判を請求することができるか。 

２．⑴ 丙発明の特許を無効とする審決が確定した場合，丁は，丙に対し，既払の

実施料の返還を請求することができるか。 

⑵ また，前記⑴の審決の確定前の期間に対応する実施料に未払があった場合，

丙は，丁に対し，その未払分の実施料の支払を請求することができるか。 
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解説 

第１ 総評 

本年度は，特許権者と専用実施権者，通常実施権者との関係にまつわる

論点がひととおり出題された。いずれも判例が存在する典型的な論点ばか

りであり，判例をしっかり学習していた受験生にとっては比較的楽だった

と思われる。ただし，論ずべきことが非常に多いので，１つ１つをコンパ

クトに論じなければ，とても４枚に収まる分量ではないため，工夫が必要

であった。 

 

第２ 思考の流れ 

１ 設問１ 

乙は甲発明の特許権について，「甲から専用実施権の設定を受け」とあ

るが，登録されたかは不明である。専用実施権は登録が効力発生要件で

あるところ（98Ⅰ②），登録がなければ専用実施権は発生せず，乙は独占

的通常実施権者となる。本問では「設定登録」とはされていないことか

ら，本来であれば，登録があった場合となかった場合とで場合を分けて

論じなければならないが，場合を分けて論じると，とても４枚に収まり

切らない分量になるため，試験委員は，専用実施権が設定登録されたこ

とを前提として問題を作成したようである。よって，解説においても，

専用実施権が設定登録されたことを前提として進めることとする。 

⑴ 甲発明と丙発明の関係（利用関係）について 

丁は，丙から丙発明の特許権について通常実施権の許諾を受けてい

るから，本来であれば安心して丙発明の実施品であるＢ傘を製造販売

できるとも思われる。しかし，丙発明が，その特許出願の日前の出願
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に係る他人の特許発明を利用するものであるときは，実施ができない

（72）。「利用」とは，一方の特許発明を実施すると，必然的に他方の

特許発明を実施することになるが，その逆は成立しない関係をいう。 

本件では，甲発明は丙発明より先に出願されており，また，甲発明

は防水効果を構成要件とする一方，丙発明は防水効果に加えて紫外線

カット効果を有するのであるから，丙発明を実施すると必然的に甲発

明を実施することになるが，その逆は成立しない。よって，利用関係

に当たり，丁が丙発明について丙特許権の実施許諾を受けていたとし

ても，丁の製造販売行為は甲の特許権の侵害となってしまう。 

⑵ 甲の丁に対する請求について 

甲は乙に対し，特許権の存続期間全部につき専用実施権を設定して

いる。かかる場合，甲は自ら特許発明の実施をすることはできなくな

る（68 ただし書）。そうすると，甲は自己が特許発明の実施をするこ

とができないにもかかわらず，丁に対し差止請求権を行使することが

できるのかというのが問題の所在である。 

かかる問題は最高裁判例があるところであり（最判平 17.6.17【百

選 97】），受験生は当然おさえておかなければならない論点であるため，

論点自体に気付くのは容易であったと思われるが，乙が，甲発明の特

許権について，その存続期間全部に対応する実施料全額を甲に一括し

て支払っている事実をどう評価するか。ここが前掲最判と異なる事案

であり，判例の射程が及ぶのかをしっかりと論じる必要がある。 

⑶ 乙の丁に対する請求について 

乙の丁に対する請求については，乙が専用実施権者である以上，問

題なく認められるだろう（100，民 709）。乙が独占的通常実施権者で

あった場合には，独占的通常実施権者の差止請求の可否などが問題と

なるが，出題の趣旨を見る限り，そこまで論じることは求められてい

ないようである。 

２ 設問２ 

⑴ 小問１ 

小問１は，丁の無効審判請求人適格を問う問題である。この論点も

既に裁判例が存在するところであり（東京高判昭 60.7.30【百選 40】），

論じるのは簡単だったはずであるが，採点実感を読む限りにおいては，

そこまで出来は良くなかったようである。 

⑵ 小問２ 

小問２の⑴は無効審決確定後の既払実施料の返還の可否という典型

論点が問われている。この論点も裁判例が存在することから（東京地

判昭 57.11.29），理由付けについては必ずおさえておかなければなら

ない。すなわち，無効審決の確定により，特許は初めからなかったも

のとみなされる（125）。そうすると，初めからなかったものに対し実

施料を支払っていたことになり，不当利得返還請求ができるのではな

いか，というのが問題の所在である。実務上は不返還条項を必ず入れ

るが，本問ではそういった事情もないため，一般契約法理，不当利得

法理等の民事法の基本に立ち返った論述が求められている。 

小問２の⑵は，逆に，丙から丁に対し，未払の実施料を請求するこ

とができるかを問う問題である。丁が既払の実施料の返還を求めるこ
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とできるか否かにかかわらず，特許無効審決の確定により，丙の丁に

対する実施料の支払請求はその請求の前提を欠くことになるので，難

しいだろう。 

第３ 論点 

１ 全部につき専用実施権を設定した場合の特許権者による差止

請求の可否 

特許権者は差止請求権が認められるのが原則である（100）。しかし，

全部につき専用実施権を設定した場合，特許権者は自ら特許発明の実施

をすることはできなくなる（68 ただし書）。そこで，特許権者は差止請

求権を行使することができるかというのが問題の所在である。 

 

全部につき専用実施権を設定した場合の特許権者による差止請求

の可否 【百選 97】 
 

条文上は，専用実施権を設定した特許権者が差止請求権を行使できないとは規定さ

れていない（100条）。 

また，所有権に基づく妨害排除請求権が，制限物権設定後においても認められるの

と同様に考えるべきである。 

さらに，特許権者は，専用実施権者からの実施料収入を確保するために差止請求を

行使する利益がある。 

↓よって 

特許権の全部につき専用実施権を設定しても，特許権者による差止請求は認められ

ると解する。 

 

２ 通常実施権者の無効審判請求 

平成 26年改正により，無効審判は利害関係人に限り請求することがで

きることになった（123Ⅱ）。出題当時は何人も請求することができたた

め，論点の前提が多少変わってくる。無効審判における利害関係人とは，

特許権の存否によって，その権利に対する法律的地位に直接の影響を受

けるか，又は受ける可能性のある者をいう。通常実施権者はこの定義に

当たるため，利害関係人であることは間違いない。 

そうすると，通常実施権者は特許権者に対し，無効審判を請求できる

ことになるが，通常実施権の許諾を受けておきながら無効審判を請求す

るのはいかがなものか，という信義則的な背景が問題の所在である。 

 

通常実施権者の無効審判請求 【百選 40】 
 

特許権者から通常実施権の設定を受けた者が，当然に，実施許諾を受けた特許権の

無効審判を請求することができないということになると，無効事由を含むと判断され

る特許の実施をした場合においても実施料の支払を継続しなければならないという不

利益を受けることになり，これをも甘受するものとすべき合理的理由はない。 

↓よって 

通常実施権者は，特許権者に対し，無効審判請求することができる。 

  論 証  
 

  論 証  
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権利無効の場合の既払実施料返還の要否（肯定説）  
 

確かに，特許権が無効となる可能性は常に存在する以上，当事者は当然そのことを

織り込み済であるとして，無効審決が確定したとしても，特許権実施許諾契約は錯誤

により無効（民法 95条）とはならないとも思える。 

↓しかし 

特許発明の実施を望む者が実施料と引換えに通常実施権の許諾を受けようとするの

は，当該特許権が一応有効な権利であると考えた上で実施を妨げられないようにする

ためである。 

↓そうだとすれば 

特許無効審決が後に確定したのであれば，実施料不返還の約束を結んでいた等の特

段の事情がない限り，原則として実施許諾契約に錯誤があったと考えてよいと解する。 

↓よって 

特段の事情のない限り，支払済の実施料は，法律上の原因がないといえ，通常実施

権者からの不当利得返還請求は認められる。 

 

権利無効の場合の既払実施料返還の要否（否定説） 
 

特許権が初めから存在しない以上，通常実施権者から受領した実施料は，「法律上の

原因」（民法 703条，704条）がないとも思える。 

↓しかし 

特許無効審決が確定するまでは，通常実施権者は，実施料の支払と引換えに，特許

権を行使されることなく実施をすることが可能だったのである。特許無効審決が確定

した場合，このような実施自体は，何人も適法に行うことができたはずのものである

が，実際には，実施許諾を得られなかった者は，特許権の行使を受けるおそれなしに

特許発明を実施することはできなかったのである。 

↓とすれば 

実施権者は，特許が存在していたことによりある程度の利益を得ていたといえるの

で，特段の事情のない限り，支払済の実施料は，法律上の原因がないとはいえない。 

↓よって 

通常実施権者からの不当利得返還請求は認められない。 

 

参考判例 

・ 生体高分子安定複合体構造探索方法事件（最判平 17.6.17【百選 97】） 

・ 蛇口接続金具意匠事件（東京高判昭 60.7.30【百選 40】） 

・ 東京地判昭 57.11.29 

 

  

  論 証  
 

  論 証  
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出題の趣旨 

設問１は，特許権者が特許権の存続期間全部に対応する実施料全額の一括支払を受けて専用実施権を設定

した場合における特許権者及び専用実施権者の差止請求権（特許法第１００条第１項）及び損害賠償請求権

に関する理解を問うものである。専用実施権を設定した特許権者の差止請求の可否について判示した最高裁

判所の判決（最判平成１７年６月１７日民集５９巻５号１０７４頁）を踏まえた論述が求められる。 

具体的には，丁が製造販売するＢ傘が，甲発明の技術的範囲（特許法第７０条）に属するかどうかをまず

検討した上で，甲発明の特許権者甲が，丁に対し，Ｂ傘の製造販売の差止め及び損害賠償を請求することが

できるかどうか，甲から専用実施権の設定を受けた乙が，丁に対し，Ｂ傘の製造販売の差止め及び損害賠償

を請求することができるかどうか等について，本問の事実関係に即して論じなければならない。 

設問２の１は，通常実施権者が特許無効審判の請求人適格（特許法第１２３条第２項）を有するかどうか

について問うものである。また，設問２の２は，特許を無効とする審決が確定した場合，特許権は初めから

存在しなかったものとみなされること（特許法第１２５条）との関係で，小問（１）では，通常実施権者が，

特許権者に対し，既払の実施料の返還を請求することができるかどうかについて，小問（２）では，特許権

者が，通常実施権者に対し，当該審決の確定前の期間に対応する実施料の未払分の支払を請求することがで

きるかどうかについて，それぞれ問うものである。 
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ヒアリング 

最初に，出題の意図を申し上げる。出題に当たり重視した点が４点あり，この点が後の採点実感等にも関

わってくる。 

まず，法曹になるのに必要な知識と応用能力を見る問題を心掛けた。それを踏まえて，事例を分析して法

律上意味のある事実を抽出した上で，そのような事実関係に法的な解釈，適用を行うことのできる能力を有

しているかどうかという点に重点を置いた。それから，当然のことであるが，単なる知識の羅列ではなく論

理一貫して記述できるかという点にも非常に重点を置いた。また，これも当然であるが，実務的な観点を意

識した法科大学院向きの問題になるように配慮した。 

以上を踏まえた具体的な採点実感であるが，知的財産法の場合には，第１問が特許法，第２問が著作権法

と分野が異なるので，それぞれ分けて採点実感について申し上げる。 

まず，第１問であるが，第２問に比べて出来不出来が分かれたという印象がある。多くの答案は基本的な

論点に気付いて書いているわけではあるが，細部を見るとかなり不正確なところが多く，例えば，重要な判

例が示している要件を正確に理解できていない答案もかなりあった。その点に関して我々が感じたことは，

例えば，幾つかの要件がある場合にそれぞれの要件がいかなる意味を持って要件とされているのかというこ

とをあまり考えずに，ただ暗記しようとしているために，きちんとその趣旨を把握してこれを答案上に反映

するということができていないのではないか，ということである。 

この第１問に関しては大きな論点が二つあったが，そのうちの片方しか述べていない答案がかなり多かっ

た。特許の場合には「実施」という概念があり，これは，侵害に係る重要な概念であるにもかかわらず，そ

の理解が必ずしも十分ではないのではないか，という印象を持った。このような基本概念が分かっていない

ために，先ほどの当然気付くべき二つの論点に気付かなかったり，あるいは，十分掘り下げて書けていない，

ということになっているのではないかと感じた。そのほかにも，基本概念の理解が不十分なために記述が表

面的なものになってしまっていると思われるところがあった。いわゆる論点に目が行き，その記述に終始し

てしまい，基本概念のところのきちんとした記述をしていないという傾向もかなり見られた。 

また，これも根元は一緒かもしれないが，第１問には幾つかの小問があって，小問１から当然触れなけれ

ばならない論点が完全に落ちていて，最後の小問で初めて出てくるといった答案もかなりあった。その論点

は，論理的に考えれば最初の小問のところで出ているべきものであるし，最後の小問で出てくるならば，そ

こで気が付いて小問１に足さなければいけないものであるが，やはり，体系的・論理的な理解が不十分なせ

いか，場面場面で一貫性の欠けた対処をしている答案もかなり見られた。 

これも我々が感じたことであるが，あくまで事例問題なので，事案に沿った論述をするべきなのであるが，

ある論点をたくさん勉強したせいで，何を見てもその論点に見えてしまうのか，これが典型論点ということ

で出ると予想していたために，どの問題を見てもそのように感じてしまうのかもしれないが，事案から明ら

かに離れている論点を非常に重視して書いている答案も目立った。もちろん，論点に問題意識があること自

体は良いことであるが，事案をよく見ればそのような論点は関係ないということが分かるはずで，それにも

かかわらず，いわば強引に自分の知っている論点，書きたい論点の方に持って行っている答案がかなり見ら

れた。ちなみに，今，言ったような事案から離れた論点に関する記述を展開している受験生ほど，それぞれ

の小問ごとで自己矛盾を起こしている傾向があるように思われる。おそらく，そのような受験生は，事案に

関係する各論点についての体系的な理解ができていないために，本人は書くべき論点を見付けたつもりかも

しれないが，場面場面で不整合を起こしながら論述を進めたのであろうと推察される。 

この小問１は特許法の世界では広く知られた下級審裁判例を素材にした問題であり，この裁判例を全く知

らない人はほとんどいなかったようであるが，しかし，実際にはその理解が十分にできていない人が少なく

なかったように思われた。裁判例に基本的に即した事案を出題することによって，具体的な裁判例の勉強が

重要であるというメッセージを示すことができたのではないかと思っている。 

次に，第２問の著作権法であるが，こちらの方は色々と書くべきことが多かった。先ほどの特許法の問題

は，幾つかに絞った点を論じるべき問題であったが，著作権法の問題の方は，たくさんの論点に触れなけれ

ばならない問題であった。この書くべきことが多いという点にも関わっているようであるが，全体的に論述

が浅いという印象が強く，事案処理的なことに汲々として，それに終始し，一応最後まで行っているが，他

にも論ずべき点があるのにそこを掘り下げるまでには至っていない答案がかなり多かった。それから，先ほ

どの第１問の特許法の答案と似ているが，自分の知っている論点に何が何でも引き付けようという答案が少

なくないという印象が第２問でもあった。第２問の著作権法においても，あまり問題の事案と関係のない典

型的論点に飛び付いて，かなりの字数を割いて論じている答案が多かった。そうなれば，当然論ずべき点が

おろそかになってしまうわけで，この辺りは予備校主導の論点主義の弊害ではないかと思われる。事案にと



Ｈ２０ 第１問 特許法 ヒアリング 

 8 

って何が重要であるかということを考えて，事案からして不要であればばっさりと切る，あるいは，詳細に

論じないという姿勢は実務家にとって重要と思われる。事案に即した論述についてのバランスの良さ，セン

スの良さを身に付けて欲しいという気がした。 

それから，第２問については，権利の内容等や侵害の有無という点は当然論じるべきであるが，特にこれ

は実務的な内容ということでもあるので，侵害が肯定される場合には，差止めが認められるのか，損害賠償

が認められるのかといった民事救済についてまで論じて欲しい。このような救済についても論じている答案

がある反面，侵害だと結論付けた後，そこから先に触れていない答案もあった。 

以上を踏まえた全体的な印象であるが，もちろん，プレテストの時よりは実力的に向上しているというこ

とが言えると思われるが，期待しているほどに良くできている答案は多くはなかったという印象がある。こ

れは勉強時間が十分取れなかったせいなのか，あるいは，必須科目の勉強に時間がかかって選択科目の方に

回せなかったせいなのか，その辺りの事情はよく分からないが，そのような印象がある。実務的な内容とい

うものが重要であるのは当然であるが，採点をして，実務家，学者の双方が共通して思ったことは，やはり，

基礎的な概念，理論の理解をしっかり身に付けて欲しいということである。もちろん，応用能力は重要では

あるが，そもそも基礎ができていなければ応用能力の発揮もしようがないので，やはり，出発点となるのは

基本概念，基礎理論の部分であって，そこをしっかりと身に付けた上でそれをきちんと応用していくべきで

ある。しかし，現実には，その出発点からして必ずしも十分でないという印象を受けた。 

先ほどの採点実感にも絡むところであるが，法科大学院では事案に即した論述能力を身に付ける教育をし

ていただきたいと思う。自分が書ける論点ということで，事案と関係ないものを長々と書くようでは答案と

しても良くないし，法律家としてもあまり良くない傾向であると思っている。これも法科大学院が始まった

ばかりなので，答案を見て色々な傾向のものが混じっていて，そこから感じることであるが，法科大学院に

よる教育にまだかなりバラツキがあるという印象を受けた。法科大学院教育の成果が上がっていることをう

かがわせる答案もあれば，そうではないものもあるということである。法科大学院制度は始まったばかりで

あるが，今後，そのようなバラツキもなくなっていくものと期待している。 

今後も実務的な観点を意識した出題を行っていきたいと思っているが，先ほども言ったように，実務的な

応用能力の前提として基礎的な力というのをしっかりと身に付けることを促すように，とりわけそこをきち

んと試せるような出題をしていきたいと思っている。 
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採点実感 

１ 出題の趣旨・ねらいとこれに即した答案の多寡 

第１問，第２問ともに，典型的な論点を含む事例問題であって，出題者としては，両問を通じて，受験

者が基本的事項について正確に理解しているかどうか，事実関係を丁寧に分析し，場合分けすべき事項を

きちんと場合分けした上で法律を当てはめ，論理一貫した論述をすることができるかどうかを見ようとし

たものである。そのような観点から本年の知的財産法の答案を採点した感想は，総じて，出題の趣旨を全

く理解していないような答案は少なく，高く評価できる答案も少なく，おおむね平年並みというのが率直

なところである。 

⑴ 第１問について 

設問１は，特許権者が特許権の存続期間全部に対応する実施料全額の一括支払を受けて専用実施権を

設定した場合における特許権者及び専用実施権者の差止請求権（特許法第１００条第１項）及び損害賠

償請求権に関する理解を問うものである。出題者の意図に沿い，重要判例である最判平成１７年６月１

７日民集５９巻５号１０７４頁についての理解をそれなりに示している答案は多く見られたが，その射

程等を正確に理解し，「特許権の存続期間全部に対応する実施料全額が前払されている」という本問に

おける事実関係を分析し，事案の違いに即した論述のできている答案は必ずしも多くなかった。設問２

の１は，通常実施権者が特許無効審判の請求人適格を有するかどうかについて問うものであり，請求人

適格に限定がないこと（特許法第１２３条第２項本文）を前提とした上で，通常実施権者が，信義則や

禁反言の原則等から不争義務を負い，請求人適格を欠くといえるかなどを論ずることを期待したが，設

問の趣旨を理解せず，丙発明の進歩性の有無等を延々と論じたり，あるいは特許法第１２３条第２項た

だし書の「特許が前項第２号に該当すること（その特許が第３８条の規定に違反してされたときに限

る。）」との文言を誤読して丁についての利害関係の有無を論じている答案等が数多く見られた。設問２

の２は，特許を無効とする審決が確定した場合，特許権は初めから存在しなかったものとみなされるこ

と（特許法第１２５条）との関係で，小問（１）では，通常実施権者が，特許権者に対し，既払の実施

料の返還を請求することができるかどうかについて，小問（２）では，特許権者が，通常実施権者に対

し，当該審決の確定前の期間に対応する実施料の未払分の支払を請求することができるかどうかについ

て，それぞれ問うものであり，一般契約法理，不当利得法理等の民事法の基本に立ち返り，応用力を発

揮して論理一貫した論述を行うことを期待したが，出題の意図に沿う答案は多くなかった。 

２ 採点実感等 

⑴ 出題時に予定していた解答水準と実際の解答水準との差異 

両問とも基本的事項を問う問題であるが，解答水準は予定していたものに達しているとは言い難い。

まず，第１問においては，前記１で述べたとおり，出題の意図に即してきちんと書けている答案は少な

く，設問１で，乙に対する専用実施権の設定登録がなされていないものと決め付けて論述している答案，

延々と均等論を論じている答案，設問２の１で，特許無効審判の請求人適格についてではなく，丙発明

の進歩性の有無等実体上の問題点ばかりを延々と論じている答案等出題の意図から大きく外れている

答案が数多く見られた。 

⑵ 出題の意図と実際の解答に差異がある場合の原因として考えられること 

前記（１）記載の差異は，基本的事項についての理解が十分でないことに起因するのではないかと思

われる。事例問題であるから，事案に沿った論述をすべきは当然であるところ，ある論点に力を入れて

勉強しすぎたせいで何を見てもその論点に見えてしまうのか，これが典型論点ということで出題される

と予想していたために，どの問題を見てもそのように感じてしまうのか，例えば，前記のとおり，第１

問の設問１で均等論を延々と論じたり，設問２の１で通常実施権者丁について利害関係の有無を検討し

たり，第２問で著作権の消尽について大幅に紙面を割いたりなど，事案から明らかに離れている論点を

非常に重視して論述している答案が目立った。事案をよく見れば，そのような論点は関係ないと容易に

分かるはずであるのに，いわば，強引に自分の知っている論点，書きたい論点に引き寄せて論述してい

るものであり，これらは，論点主義の弊害である可能性もあるが，結局は，基本的事項についての理解

が不十分であることによるものと考えられる。さらに，このような事案から離れた論点についての記述

を展開している受験生ほど，小問ごとに自己矛盾を起こしている傾向があるように思われる。おそらく，

そのような受験生は，事案に関係する各論点についての体系的理解ができていないために，書くべき論

点を見付けたつもりになって，場面場面で不整合を起こしながら論述を進めたのであろうと推察され

る。 

また，事実関係を丁寧に分析検討し，問題文からは存否どちらとも受け取れる重要な事実については
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必要かつ適切な場合分けをした上，法律をきちんと当てはめて正確に論述していくという能力がまだ十

分身に付いていない者が多いと思われる。一般民事法等にも思いを致す幅広い思考力，問題点を自分な

りに掘り下げて論じる能力も足りないのではないかと考えられる。 

答案作成の要領や手順にも問題があると考えられる。答案の作成は，「問題文をよく読み時系列で整

理する。」，「すぐに書き出すことなく，答案の構成を考える（結論，理由付け，論述に費やす分量・全

体のバランスを考える。）。」，「法的根拠（条文及びその解釈）を示し，問題文から読み取れる事実関係

を分析し，当てはめ・評価しながら論述する。」，「その際，自己の見解を明確にする。」，「設問に対する

結論を明確に示す。」という要領・手順で行われるものと期待していた。しかし，実際の答案には，い

ったん記述した箇所を大きく×印で削除したり，後から長々と挿入文を加えたり，既に記載した記述箇

所を大きく移動する趣旨の矢印を記載するなどしているものが少なくなかった。答案構成を事前に十分

検討することなく，いきなり書き出し，後から考えが変わり慌てて修正するなどした結果ではないかと

考えられる。中には，その修正の分量が多いため，何を記述しているのか判読が困難な答案もみられた。

このような答案作成の要領や手順の問題は，他人が読んで理解することのできる文章の作成それ自体に

かかわるものであるのみならず，事案を丁寧に分析し，問題点を把握し，論理一貫した論述を行うとい

う本質的作業の在り方にもかかわるものと思われる。すなわち，この本質的作業が行われていないこと

を反映するものではないかと考えられる。また，時間配分を誤ったのか，最後まで論述できていない答

案も数多く見られたが，限られた時間内で，事案に即してバランスよく論述できるセンスの良さを身に

付けることも大切であると思われる。 

⑶ 採点方針 

事実関係を丁寧に分析し，場合分けすべき事項をきちんと場合分けした上で法律を当てはめ，論理一

貫した論述をしている答案に高い評価を与えた。他方で，事案を離れ，強引に自分の知っている論点，

書きたい論点に引き寄せて論述している部分，単に問題文に記載されている事実関係を答案にそのまま

書き写したにすぎない部分など，解答に無関係・無益な記載については，全く加点対象にしなかった。 

３ 今回の結果を受けて法科大学院に求めるもの 

昨年も指摘したことであるが，学生に対し，まずは基本的事項をしっかりと理解させ，身に付けさせる

よう努めていただきたい。そして，具体的な事案において，これを丁寧に分析し当てはめるという訓練を

しっかり積ませるようにする必要がある。その際，今回の答案の中に余りに読みにくいものがあったこと

を踏まえれば，文章表現力を身に付けさせるような教育方法を工夫することも必要と思われる。 

知的財産法に特有な論点や知識の習得ばかりではなく，知的財産法の理解の当然の前提となる一般民事

法等の基本知識の確認等にも配慮した教育及び学習が必要であろう。実務法曹としての法的応用能力の涵

養という意味でも，法科大学院では，幅広い観点から物事を分析・検討する姿勢を身に付けさせるような

指導をしていただきたい。 
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第１ 設問１ 

１ 甲特許発明と丙特許発明との関係 

⑴ 丁は，Ｂ傘の製造販売を行っている。甲発明は「傘生地に

特殊の樹脂を塗布する防水加工を施すことにより，防水効果

を発揮することを特徴とする傘の発明」であり，丙発明は「特

殊の樹脂を特定の温度条件で塗布する防水加工を施すこと

により，紫外線カット効果及び防水効果を共に発揮する傘の

発明」であるから，丙発明の実施品であるＢ傘を製造販売す

ると，不可避的に甲発明を実施（特許法（以下，法令名省略。）

２条３項１号）する関係となる。 

⑵ 本件では，丙発明は甲発明の後願であるから，丙発明は甲

発明を利用する発明（７２条）となる。そうすると，丙が甲

に許諾を得ないで自己の特許発明を実施することは，甲特許

権の侵害となる（７２条）。よって，丁が丙から丙特許権の

実施許諾を得ていたとしても，丁がＢ傘を製造販売する行為

は，甲特許権の侵害となる。 

２ 甲の丁に対する請求 

 ⑴ 差止請求権（１００条）について 

  ア 甲は乙に対し，特許権の存続期間全部につき専用実施権

を設定登録している。甲は自己が特許発明の実施をするこ

とができないにもかかわらず，特許権者甲は侵害者丁に対

し差止請求権を行使することができるか。 

  イ 条文上は，専用実施権を設定した特許権者が差止請求権

を行使できないとは規定されていない（１００条）。また，

所有権に基づく妨害排除請求権が，制限物権設定後におい

ても認められるのと同様に考えるべきである。 

    さらに，特許権者は，専用実施権者からの実施料収入を

確保するために差止請求を行使する利益がある。 

    よって，特許権の全部につき専用実施権を設定しても，

特許権者による差止請求は原則として認められる。 

  ウ 本件では，乙は，甲発明の特許権について，その存続期

間全部に対応する実施料全額を甲に一括して支払ってい

る。そうすると，甲はもはや専用実施権者からの実施料収

入を確保する必要性がないから，甲の差止請求は認められ

ないとも思われる。しかし，乙が甲発明の実施を確保でき

て初めてその対価として実施料を得ることができるので

あるから，既得の実施料確保のため，甲にも丁の行為を差

し止める利益はある。よって，甲の差止請求は認められる。 

 ⑵ 損害賠償請求（民法７０９条）について 

  ア 甲は丁に対し損害賠償請求権を行使することができる

か。甲に損害が発生したといえるかが問題となる。 

  イ 本件では，乙が，甲発明の特許権について，その存続期

間全部に対応する実施料全額を甲に一括して支払ってい

る以上，甲は，丁の実施による乙の売上の減少により乙か

らの実施料減少の損害を被ることはない。よって，甲に実

施料相当額の損害はないといえるから損害賠償請求をす

答案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ｈ２０ 第１問 特許法 答案 

 
13 

する（１２５条）。そうすると，初めからなかったものに対

し実施料を支払っていたことになり，丁は丙に対し不当利得

返還請求（民法７０３条，７０４条）ができるのではないか。 

 ⑵ 特許発明の実施を望む者が実施料と引換えに通常実施権

の許諾を受けようとするのは，当該特許権が一応有効な権利

であると考えた上で実施を妨げられないようにするためで

ある。 

   そうだとすれば，特許無効審決が後に確定したのであれ

ば，実施料不返還の約束を結んでいた等の特段の事情がない

限り，原則として実施許諾契約に錯誤があったと考えてよい

と解する。 

   よって特段の事情のない限り，支払済の実施料は，「法律

上の原因」（民法７０３条）がないといえ，通常実施権者か

らの不当利得返還請求は認められる。 

 ⑶ 本件では，丙丁間で不返還条項を入れた等の事情はないた

め，丁から丙に対する不当利得返還請求は認められる。 

３ 小問２⑵ 

 ⑴ 丙から丁に対し，無効審決確定前の未払の実施料を請求す

ることができるか。 

 ⑵ 特許無効審決の確定により，丙の丁に対する実施料の支払

請求はその請求の前提を欠くことになるので（１２５条），

丙は丁に対し，未払実施料を請求できない。 

                         以 上 

ることはできない。 

３ 乙の丁に対する請求 

  乙は専用実施権の設定登録を受けている以上，専用実施権は

効力を生じており（９８条１項２号），専用実施権侵害に基づ

いて当然，差止請求権（１００条）及び損害賠償請求権（民法

７０９条）を行使することができる。 

第２ 設問２ 

１ 小問１ 

 ⑴ 無効審判は利害関係人に限り請求できるところ（１２３条

２項），通常実施権者である丁が利害関係人に当たることは

明らかである。では，丙発明の特許について無効審判を請求

することは，信義則（民法１条２項）に反するため請求適格

が認められないのではないか。 

 ⑵ 特許権者から通常実施権の設定を受けた者が，当然に実施

許諾を受けた特許権の無効審判を請求することができない

こととすると，無効事由を含むと判断される特許の実施をし

た場合においても実施料の支払を継続しなければならない

という不利益を受けることになり，これをも甘受するものと

すべき合理的理由はない。 

   よって通常実施権者丁は，特許権者丙の特許に対し，無効

審判請求することができる。 

２ 小問２⑴ 

 ⑴ 丙発明特許の無効審決確定により，丙発明特許は遡及消滅

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




