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特許・実用新案法 
平成 26 年度 問題Ⅱ 

問 題 文  

 甲は，靴紐の穴の構造に特徴がある靴に係る発明イを自ら完成し，平成 23 年６月１
日，発明イを特許請求の範囲とする特許出願をしたところ，平成 25 年６月３日，発明
イについての特許権Ｐの設定登録がされた。 
 以上のことを前提として，以下の各設問に答えよ。ただし，特許権Ｐに係る特許に
無効理由はないものとする。 
 
１．乙は，平成 22 年 12 月１日，発明イと同一の発明を自ら完成させた。そして，平

成 23 年５月２日までに，発明イの技術的範囲に属する靴ａの試作品を完成させ，靴
ａの製造装置Ｍを発注するとともに，販売業者らに対し，それらの事実を伝え，発
注があれば直ちに日本国内で靴ａの製造を開始することを説明した。 

  乙は，平成 23 年８月１日，日本国内の工場に製造装置Ｍを１機設置し，靴ａの販
売に向けた製造を開始した。さらに，乙は，平成 25 年 10 月１日，製造装置Ｍを３
機増設し，現在に至るまで靴ａの製造を継続している。また，乙は，平成 26 年２月
３日以降，靴ａの靴紐の穴の構造を変えずに，靴底の厚さが１割増加した靴ｂを製
造している。 

  甲は乙を被告として，特許権Ｐに基づき靴ａ及びｂの製造の差止めを求める訴え
を提起した。 

 
 ⑴ 乙が，靴ａに係る請求について，請求を棄却する旨の判決を得るためにするこ

とが考えられる主張を挙げた上で，その主張が認められるか否か，述べよ。 
 
 ⑵ 乙が，靴ｂに係る請求について，請求を棄却する旨の判決を得るためにするこ

とが考えられる主張を挙げた上で，その主張が認められるか否か，述べよ。 
 
２．甲は，発明イの技術的範囲に属する靴ｃを国内で製造販売している。丙は，一般消

費者によって使用されることにより靴底が摩耗しているものの，靴底以外の部分は
新品に近い状態の靴ｃを回収し，靴ｃの靴紐の穴の構造を変えずに，靴底部分を新
品に貼り替え，リサイクル品である靴ｄとして販売している。また，一般に，業者が
靴の靴底部分を貼り替えてリサイクル品として販売することは広く行われている。
甲は丙を被告として，特許権Ｐに基づき靴ｄの製造の差止めを求める訴えを提起し
た。丙が請求を棄却する旨の判決を得るためにすることが考えられる主張を挙げた
上で，その主張が認められるか否か，述べよ。 

 
                                【１００点】 
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解 説  

論点 

 特許権侵害訴訟において被告の立場から検討すべき事項についての理解を問う。 
１．先使用の抗弁 
 ・先使用権の要件 
 ・先使用権における実施形式の変更 
２．リサイクル品に関する特許権の消尽 

 
１ 設問１について 

乙は，物の発明である発明イの技術的範囲に属する靴ａ・靴ｂについて，それら
の製造という「生産」行為や販売という「譲渡」行為を「業として」行っていること
から，発明イに係る特許権侵害行為に該当する。 

そのため，乙が特許権者甲による差止請求を免れるためには，特許権の効力が及
ばないとの主張や，特許権の行使を制限する主張，さらには発明を実施する正当な
権原があることを主張していく必要がある。本件では，乙は甲の出願時に既に発明
イと同一の発明を完成させていたのであり，先使用による通常実施権（79 条）が成
立することで発明を実施する正当な権原があると主張することになる。 

先使用権の成立には 79 条の要件をすべて満たす必要があるので，同条の要件を
丹念に検討することが必要となる。 
⑴ 知得ルート・善意性 

乙は，甲の特許出願に係る発明イと同一の発明を自ら完成させており，「特許出
願に係る発明」について「自らその発明をし」たといえる。 

また，乙は，甲による発明イに係る特許出願よりも前に発明イと同一の発明を
自ら完成させており，甲のした発明の存在を知ることができなかったと考えられ
るから，「特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし」たといえる。 

⑵ 「発明の実施である事業……又は事業の準備をしている者」 
乙は，甲の出願日である平成 23 年６月１日当時，いまだ発明イを用いた靴を販

売するには至っていなかったため，「発明の実施である事業としてい」たとはいえ
ない。もっとも，その当時，発明イの技術的範囲に属する靴ａの試作品を完成さ
せるなどしていることから，これらをもって「事業の準備をしている者」に当た
らないかを検討すべきこととなる。 
ア 規範定立 

いかなる場合に「事業の準備」をしていたといえるかについて，同文言を解
釈していくことが必要となる。法解釈を行う際には，その条文の趣旨・目的に
遡って解釈すべきことになる。また，「事業の準備」の解釈については，ウォー
キングビーム事件判決（最判昭 61.10.3【百選 78】）が存在するので，先使用権
の趣旨を意識しつつ，同判決の示した規範を正確に示していくことが必要とな
る。 
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先使用権が認められている趣旨は，特許権者と，その出願前に既に同一発明
を実施ないし準備していた者との間の公平を図る点にある。そうだとすれば，
このような公平確保の趣旨が妥当するほどの行為を行っている場合に先使用権
の成立を認めていくべきであり，「事業の準備」に当たるといえるためには，発
明の実施を行うに足りる程度の準備行為を完了したことを要するというべきで
ある。 

同最判は，「事業の準備」に当たるといえるには，発明を即時実施する意図を

有しており，かつ，その即時実施の意図が客観的に認識される態様・程度にお

いて表明されていることを要する と解しているため，規範としては，これを正
確に示せるようにしておきたい。 

イ 当てはめ 
即時実施の意図があり，それが客観的に表明されているかについては，発明

の内容，性質，発明に要した時間・労力・資金等の投資を総合考慮して判断する
こととなり，必ずしも機械設備の購入や原材料の発注の事実が認められる必要
はない。なお，「事業の準備」を認める前提として，発明が完成していることは
必要であるから，その点は念のために注意を要する。 

「事業の準備」該当性の当てはめにおいては，概ね次のような点を意識する
と良いであろう。 

① 試作品の完成 
大量生産を行い販売されることが予定されている物については，試作品

を完成することができていれば通常量産体制に移行することができる。そ
のため，量産品について試作品が完成しているような場合には，即時実施
の意図があり，それが客観的に認識される態様・程度において表明されて
いるということができることが多く，「事業の準備」があったものと認めら
れやすい。 

② 当該発明に特有の投資の存在 
仮に試作品が完成していない，あるいは量産品ではなく特注品であって

試作が予定されていないような場合であっても，当該発明に特有の投資が
なされているような場合には，そのような投資をした者を保護することが
公平確保の趣旨に沿うといえるから，なお「事業の準備」に当たる場合があ
る。ここでいう投資とは，投資が図面や製品，製造設備等に化体されている
ような場合のみならず，事業化に関する契約交渉等に相応の投資がなされ
たような場合も含まれると考えられている。なお，ウォーキングビーム事
件判決（最判昭 61.10.3【百選 78】）の事案では，機材設備の購入や原材料
の発注という事実はなかったものの，加熱炉が 1 基 10 億円もする設備で
あり個別注文があってから生産に取りかかるものであること，見積仕様書
等の作成までも相当の時間と労力を要し，見積仕様書の提出段階に至れば，
受注すれば最終製作図の作成を経て加熱炉の築造に取りかかることができ
たといった事情に着目して，見積仕様書等の提出段階で「事業の準備」があ
ると認められている。 
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本件では，量産品である靴ａの試作品を完成させており，量産体制に移行す
る準備が整っているといえる。加えて，靴ａの製造装置Ｍを発注していること
からすれば，事業化に関する契約が既に締結されており，投資が製造設備に化
体する寸前の段階に至っているといえる。さらに，販売業者に対しても発注が
あれば直ちに靴ａの製造を開始する旨を説明しており，発明の実施について明
確に外部に表明している。これらの事情を考慮すれば，発明を即時実施する意
図を有しており，かつ，その即時実施の意図が客観的に認識される態様・程度
において表明されているといえ，靴ａについては「事業の準備」があったとい
えるであろう。 

⑶ 「実施又は準備をしている発明……の範囲内」 
小問⑴の靴ａとの関係においては，実施形式の変更はなく問題なく「発明…

…の範囲内」であるといえる。これに対し，小問⑵の靴ｂとの関係においては，
これが靴ａの靴底の厚さを１割増加させたものであり，かつ甲による出願後に
このような変更が加えられたものであるから，実施形式の変更が生じている。
そこで，このような靴ｂについても「準備をしている発明……の範囲内」とい
えるのかが問題となる。 

ア 規範定立 
「発明……の範囲内」といえるかについては，ウォーキングビーム事件判決

（最判昭 61.10.3【百選 78】）が，出願当時の実施形式に限定されるものではな

く，その実施形式に具現されている技術的思想の範囲内をいう との考え方を示
しているので，これを踏まえて論じていくことが必要となる。かかる規範を導
く前提として，先使用権の趣旨である公平確保の趣旨にも一言言及しておくと
よい。 

イ 当てはめ 
当てはめのポイントとしては，①出願当時の実施形式に具現されている技術

的思想がいかなるものであるのかを確定し，②変更後の実施形式が①の技術的
思想の範囲に含まれているのかの２段階にわたって判断すると良い。 

乙のした発明が靴紐の穴の構造に特徴のある靴の発明であることからすれば，
甲の出願時の実施形式である靴ａに具現されている技術的思想は，そのような
靴紐の穴の構造を用いるという点にある。 

そして，靴ｂは靴ａの靴底の高さに変更を加えたものにすぎず，発明に係る
靴紐の穴の構造には変更が加えられず従前どおり用いられているのである。そ
のため，靴ｂは靴ａに具現された技術的思想の範囲内といえ，「発明……の範囲
内」であるといえる。 

⑷ 事業の目的の範囲内 
発明の範囲内であるとは言っても，甲の出願後に製造装置Ｍを３機増設してい

ることから，このような事業規模が拡大するような場合であっても「事業の目的
の範囲内」といえるかが検討されなければならない。 
ア 規範定立 

先使用権の公平確保の趣旨からすれば，先使用権者には出願時に実施又は準
備事業の遂行に必要な範囲で先使用権を認めれば十分である。そこで，「事業の
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目的の範囲内」とは，出願時に実施又は準備していた事業と同一の目的に限ら
れることになる。 

他方で，先使用権者に一切事業拡大を許さないのは酷であるから，同一の目
的であって単に事業規模を拡大したにすぎないような場合には，なお「事業の
目的の範囲内」に含まれると解されよう。 

イ 当てはめ 
当てはめにおいては，事業形態に変更を生じたといえるかどうかに着目する

と良い。例えば，出願時の実施行為が特許製品の輸入や譲渡といった行為であ
ったのに対して，その後に当該特許製品の生産をする事業まで拡大したような
場合には，事業目的を異にするため，「事業の目的の範囲内」とはいえないこと
になる。 

本件においては，あくまでも製造装置Ｍを増設して事業規模を拡大したにす
ぎず，当初の事業目的と同一の目的にとどまっていることから，「事業の目的の
範囲内」の行為ということができる。 

 
２ 設問２について 

靴ｄは，発明イに係る靴紐の穴の構造を用いた靴ｃのリサイクル品として製造さ
れるものであるから，発明イの技術的範囲に属するものであると考えられる。そし
て，丙の行為は，靴ｃの靴底部分を貼り替えて靴ｄを製造するものであって，発明
イの技術的範囲に属する物を業として「生産」する行為に当たるとも思えるから，
特許権侵害行為に当たり得るものである。 

これに対し，丙としては，特許権者甲が適法に販売した靴ｃを用いているにすぎ
ず，特許権は既に消尽していると主張することが考えられる。そこで，特許製品に
修理等が加えられたリサイクル品について特許権が消尽するのかが問題となる。 
⑴ 規範定立 

ア 消尽論についての一般論 
特許権の消尽の問題は，商品の自由な流通の促進という要請と，発明公開の

代償を確保する機会を特許権者に確保させる要請との利益衡量 から考えていく
べき問題である。 

そして，特許権者ないし適法な実施権者から購入した製品については，これ
に関する取引安全を図って自由な流通を確保すべき必要が高い。そうでないと，
特許権者等が特許製品を販売しようと思っても，購入した特許製品を第三者に
販売しようと考えたときに特許権者の許諾を得ないとすれば，当該特許製品に
ついての買い手が現れないという事態に陥りかねないからである。 

他方で，特許権者には特許発明の対価を確保する機会が与えられていたとい
える以上，適法に譲渡された製品についてさらなる特許権の行使を認めること
は特許権者に二重の利得を認めることになるから，特許権の効力を及ぼす必要
性はない。 

そこで，適法に譲渡された特許製品についての消尽は認められることになる。
もっとも，消尽論の一般論については前提部分に過ぎないので，あくまでも簡
潔に述べておくべきである。 

イ リサイクル品と特許権の消尽 
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リサイクル品と特許権侵害の成否の問題については，インクタンク事件判決

（最判平 19.11.8【百選 57】）が存在するため，これを意識して論じていくこと
になる。 

一般論の段階においては，消尽論の根拠である商品の自由な流通を確保する
要請と，特許権者による二重の利得を認める必要はないという点を意識しなが
ら論じていく必要がある。その上で，特許権者等が我が国において譲渡した特

許製品につき加工や部材の交換がされ，それにより当該特許製品と同一性を欠

く特許製品が新たに製造されたものと認められる場合 は，特許権者はその特許
製品につき特許権を行使できるとの規範を示し，本件事案に当てはめていかな
ければならない。 

 ⑵ 当てはめ 
   同最判においては，特許製品の新たな製造に当たるかについては，当該特許製

品の属性，特許発明の内容，加工及び部材の交換の態様のほか，取引の実情等を
も総合考慮して判断するとされており，これらを意識して当てはめていくことに
なる。当てはめのポイントとしては，以下の点に着目すると良い。 

  ① 新たな製造であることを否定する方向に傾く事情 
   ・特許製品の属性 
    製品の構造上加工が予定されている部分の加工といえる場合，特許製品に用

いられる消耗品の取替えに過ぎないような場合，経済的に些細な部分の修理で
ある場合など 

   ・取引の実情 
    特許権者が修理・加工を容認していたような事情が存在する場合，その業界

における取引において通常行われるような行為である場合 
  ② 新たな製造であることを肯定する方向に傾く事情 
   ・特許製品の属性 
    特許製品の耐用期間が経過しているような場合など 
   ・特許発明の内容 
    いったん喪失した特許発明の機能や作用効果を回復するために加工する場合

のように，特許発明の技術的特徴に係る部分の加工である場合など 
 
   本件においては，貼り替えに係る靴底部分は消耗部分であって，これを貼り替

えることは消耗部分を取り替える行為に過ぎないといえる（特許製品の属性）。 
   また，靴底の貼り替えがなされているにすぎず，技術的特徴のある部分である

靴紐の穴の構造部分には何ら手が加えられていない（特許発明の内容）。 
   さらに，業者が靴の靴底部分を貼り替えてリサイクル品として販売することは

広く行われているという取引の実情もある（取引の実情）。 
   これらの事情からすれば，特許製品と同一性を欠く製品が新たに製造されたと

はいい難く，特許権の消尽が認められるというべきであろう。 
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論 証  

１ 先使用権 
 「事業の準備」 Ａ  

先使用権が認められた趣旨は，特許権者と，その出願前に既に同
一発明を実施ないし準備していた者との間の公平を図る点にあ
る。このような公平確保の趣旨が妥当するといえるためには，発明
の実施を行うに足りる程度の準備行為を完了したことを要すると
いうべきである。 

そこで，「事業の準備」に当たるといえるには，発明を即時実施
する意図を有しており，かつ，その即時実施の意図が客観的に認識
される態様・程度において表明されていることを要すると解する。 
 
 ※ 発明の内容，性質，発明に要した時間・労力・資金等の投資

を総合考慮して判断することとなり，必ずしも機械設備の購
入や原材料の発注の事実が認められる必要はない。 

 ※ ウォーキングビーム事件判決（最判昭 61.10.3【百選 78】）
の事案では，機材設備の購入や原材料の発注という事実はな
かったものの，加熱炉が 1 基 10 億円もする設備であり個別注
文があってから生産に取りかかるものであること，見積仕様
書等の作成までも相当の時間と労力を要し，見積仕様書の提
出段階に至れば，受注すれば最終製作図の作成を経て加熱炉
の築造に取りかかることができたといった事情に着目して，
見積仕様書等の提出段階で「事業の準備」があると認められて
いる。 

 
 先使用権の範囲（最判昭 61.10.3【百選 78】） Ａ  

先使用権者は，「実施又は準備をしている発明……の範囲内」に
おいて通常実施権を有することとなる。そのため，先使用権の範囲
は，先使用権者が現に実施又は準備をしていた実施形式に限定さ
れ，実施に際してその形式を出願時の実施形式から変更している
場合には「実施又は準備をしている発明……の範囲」に含まれない
のではないかが問題となる。 

先使用権が認められた趣旨は，特許権者と，その出願前に既に同
一発明を実施ないし準備していた者との間の公平を図る点にあ
る。そして，特許出願の際に先使用権者が現に実施又は準備をして
いた実施形式以外に変更することを一切認めないのは，先使用権
者にとって酷であり，先使用権者が自己のものとして支配してい
た発明の範囲において先使用権を認めることが公平を確保すると
いう趣旨に合致するといえる。 

そこで，先使用権の効力が及ぶ「実施又は準備をしている発明…
…の範囲」は，特許発明の特許出願の際に先使用権者が現に日本国
内において実施又は準備をしていた実施形式に限定されず，その
実施形式に具現されている技術的思想（発明）と同一性を失わない
範囲内において，変更された実施形式も含まれると解する。 

 

 

論  証
  

 

 

論  証 
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 「事業の目的の範囲内」 Ｂ  

先使用権の成立が認められた場合，先使用権者は「事業の目的の
範囲」で通常実施権を有するが，出願後に事業規模の拡大や事業の
変更があった場合にも「事業の目的の範囲内」といえるか。 

そもそも，先使用権が認められた趣旨は，特許権者と，その出願
前に既に同一発明を実施ないし準備していた者との間の公平を図
る点にある。そして，かかる公平確保の趣旨からは，先使用権者に
は出願時に実施又は準備事業の遂行に必要な範囲で先使用権を認
めれば十分である。 

そこで，「事業の目的の範囲内」とは，出願時に実施又は準備し
ていた事業と同一の目的に限られると解する。 
 
 ※ 例えば，従前の実施が輸入や譲渡といった生産以外の事業

形態の場合，その後に開始した生産の事業までは先使用権は
及ばない（名古屋地判平 17.4.28）。 

 
２ 特許権の消尽 

 国内消尽（最判平 9.7.1【百選 101】） Ｓ  

特許権者は業として特許発明の実施をする権利を専有し（68
条），物の発明の実施行為として物の譲渡・使用等を規定している
（２条３項１号）。そうすると，条文上は，特許権者等が適法に譲
渡した製品の譲渡・使用等に対しても，特許権者は権利を行使でき
るとも思える。もっとも，著作権法 26 条の２第２項のように，特
許法上も，特許権者等が適法に特許製品を譲渡したのであるから，
もはや特許権の行使を認めるべきではないのではないか。 

そもそも，特許法による発明の保護は社会公共の利益との調和
のもとにおいて実現されなければならない。そして，特許製品につ
いて譲渡を行う都度特許権者の許諾を要するとなれば，商品の自
由な流通が阻害され，特許製品の円滑な流通が妨げられてかえっ
て特許権者自身の利益を害する。他方，特許権者は，特許発明の公
開の代償を確保する機会は保障されており，特許権者等から譲渡
された特許製品について，特許権者において二重に利得を得るこ
とを認める必要性はない。 

そこで，特許権者等が適法に特許製品を譲渡した場合には，もは
やかかる特許製品について特許権の行使をすることはできないと
解する。 

 
 加工や部材の交換（最判平 19.11.8【百選 57】） Ａ  

（国内消尽論を論じた上，）特許権者等が自ら譲渡した特許製品
について，第三者が加工や部材の交換をして譲渡・使用した場合に
おいても，消尽論により特許権行使が制限されるのか。 

そもそも，特許権の消尽を認められるのは，特許権者に発明公開
の代償を確保させる機会を与えるべき要請よりも商品の自由な流
通の確保の要請が上回るからである。 

そして，特許製品との同一性が認められる範囲の製品であれば，
特許権者においてその実施についての対価を取得することが客観
的に想定され，既に排他的にその対価を取得する機会が与えられ
ていたといえるから，それ以上に特許権者に利得させる必要性に

論  証 

 

 

論  証 

 

 

論  証 
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乏しく，商品の自由な流通の要請を優先させるべきである。他方，
特許製品との同一性が認められない製品については，特許権者は
排他的な対価取得の機会が与えられておらず，特許権者に改めて
利得させる必要があり，それを認めても特許製品の流通を妨げる
ことにはならない。 

そこで，特許権者等が我が国において譲渡した特許製品につき
加工や部材の交換がされ，それにより当該特許製品と同一性を欠
く特許製品が新たに製造されたものと認められる場合は，特許権
者はその特許製品につき特許権を行使できると解する。 

 
※ 特許製品との同一性の有無は特許権者においてその実施に

ついての対価の取得が客観的に想定されていたかどうかとい
う観点から判断すべきであり，特許製品の新たな製造に当た
るかについては，当該特許製品の属性，特許発明の内容，加工
及び部材の交換の態様のほか，取引の実情等をも総合考慮し
て判断する。 

※ 当該特許製品の属性としては，製品の機能，構造及び材質，
用途，耐用期間，使用態様が，加工及び部材の交換の態様とし
ては加工等がされた際の当該特許製品の状態，加工の内容及
び程度，交換された部材の耐用期間，当該部材の特許製品中
における技術的機能及び経済的価値が考慮の対象となる。 
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模 範 答 案  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

１ 設問１⑴について 
  乙は，靴ａについて先使用による通常実施権（７９条）を理由に甲

の差止請求訴訟につき請求棄却を求めていくことが考えられる。 
⑴ まず，乙は発明イと同一の発明を自ら完成させており，「特許出願に

係る発明の内容を知らないで自らその発明をし」たといえる。 
⑵ 次に，乙は，甲による発明イに係る特許出願の際には，靴ａの試作

品を完成させ，その製造装置Ｍを発注する等をしていたことから，「特
許出願の際現に日本国内において……発明の実施である……事業の準
備をしている」といえないか。 

 ア そもそも，７９条が先使用権を認めた趣旨は，特許権者と，その
出願前に既に同一発明を実施ないし準備していた者との間の公平を
図る点にある。このような公平確保の趣旨が妥当するといえるため
には，発明の実施を行うに足りる程度の準備行為を完了したことを
要するというべきである。 

   そこで，「事業の準備」に当たるといえるには，発明を即時実施す
る意図を有しており，かつ，その即時実施の意図が客観的に認識さ
れる態様・程度において表明されていることを要すると解する。 

 イ 本件では，靴ａについては既に試作品を完成させているし，販売
業者に発注があれば直ちに靴ａの製造を開始することを説明してい
た。さらに，その製造装置Ｍを既に発注しているため，発明につき
特有の投資をしていると認めることもできる。そのため，乙は，靴
ａの製造販売について即時実施の意図を有しており，かつ，その即

時実施の意図が客観的に認識される態様・程度において表明されて
いるということができる。 

 ウ そのため，靴ａについては「事業の準備」があったといえ，先使
用権が認められる。 

⑶ また，靴ａは出願時から変更が加えられておらず「発明……の範囲
内」といえる。そして，出願後製造装置Ｍを増設して事業規模が拡大
されているものの，上記公平確保の趣旨からは，同一の事業目的であ
れば「事業の目的の範囲内」といえ，事業規模の拡大をもって同要件
を欠くことにはならないと解する。そのため，上記事業規模の拡大が
あっても「事業の目的の範囲内」といえる。 

⑷ よって，乙は靴ａについて先使用権を主張することができる。 
２ 設問１⑵について 
  乙は，靴ｂについても先使用権を主張することが考えられる。 
⑴ もっとも，靴ｂについては，靴ａより靴底の厚さが１割増加してい

るため，出願当時に準備をしていた実施形式とは異なるものである。
そこで，靴ｂについては「発明の範囲内」に含まれず，先使用権は認
められないのではないか。いかなる場合に「発明の範囲内」といえる
のかが問題となる。 

 ア 出願の際に先使用権者が現に実施又は準備をしていた実施形式以
外に変更することを一切認めないのは先使用権者にとって酷であ
り，先使用権者が自己のものとして支配していた発明の範囲におい
て先使用権を認めることが公平を確保するという前述の先使用権の

 

２ 

１ 
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権者が二重の利得を得る必要はないことから，特許権者が適法に特許
製品を譲渡した場合，これに対し特許権の行使はできないと解する。 

⑵ そうだとしても，特許権者甲が自ら譲渡した特許製品につき，丙が
靴底を貼り替える加工をして販売したという場合にも，上記の消尽論
により特許権行使が制限されるか。 

 ア この点について，特許製品との同一性が認められる範囲の製品で
あれば消尽論の根拠が妥当するが，特許製品との同一性が認められ
ない製品については，特許権者は排他的な対価取得の機会が与えら
れておらず特許権者に改めて利得させる必要があり，それを認めて
も特許製品の流通を妨げることにはならない。そこで，特許権者等
が譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされ，それにより当
該特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたと認められ
る場合は，特許権者は当該製品につき特許権を行使できると解する。 

 イ 本件では，発明の技術的特徴のある靴紐の穴の構造部分について
は何ら手を加えていない上，消耗部分である靴底部分を貼り替える
行為しかしていない。また，業者が靴底部分を新品に貼り替えてリ
サイクル品として販売することは広く行われているという取引の実
情もある。そうだとすれば，特許製品である靴ｃと同一性を欠く特
許製品が新たに製造されたとは認められず，靴ｄは靴ｃと同一性が
認められる範囲の製品といえる。 

 ウ よって，特許権の消尽が認められて特許権侵害を構成しないこと
となるから，丙の主張が認められる。         以 上 

趣旨に合致するといえる。 
   そこで，先使用権の効力が及ぶ「実施又は準備をしている発明…

…の範囲」は，出願の際に先使用権者が現に日本国内において実施
又は準備をしていた実施形式に限定されず，その実施形式に具現さ
れている技術的思想と同一性を失わない範囲内において，変更され
た実施形式も含まれると解する。 

 イ 本件では，靴ａの特徴は靴紐の穴の構造にあるのであるから，そ
のような穴の構造を備えた靴という点に技術的思想が具現されてい
るといえる。そうだとすると，靴ａと靴底の厚さを変えただけの靴
ｂについても，同様の靴紐の穴の構造を備えている点において，靴
ａの技術的思想と同一性を失わない範囲内のものであるといえる。 

 ウ よって，靴ｂも「発明……の範囲内」といえる。 
⑵ 以上より，乙は，靴ｂに係る差止請求についても，先使用権を主張

して甲の請求を免れることができる。 
３ 設問２について 
⑴ 丙は，発明イの実施品である靴ｃの靴紐の構造を変えずに，靴底部

分のみを新品に貼り替えてリサイクル品である靴ｄを業として販売し
ている。そのため，特許発明の技術的範囲内の実施行為を業として行
っている以上，特許権侵害を構成するとも思える。もっとも，丙は，
特許権者甲により販売された靴ｃを用いているだけであるから，特許
権は消尽すると主張すると考えられる。そして，商品の自由な流通の
確保の必要性，発明公開の代償を確保する機会が保障されている特許

３ 

４ 
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