
知的財産管理技能検定２級完全マスター知的財産管理技能検定２級完全マスター知的財産管理技能検定２級完全マスター知的財産管理技能検定２級完全マスター【改訂【改訂【改訂【改訂３３３３版】をご購入いただいた皆様へ版】をご購入いただいた皆様へ版】をご購入いただいた皆様へ版】をご購入いただいた皆様へ    

 

第 24 回（2016 年 7 月 10 日）以降の検定試験を受検される場合は、不正競争防止法の一部を改正する法律

に基づき、弊社が発行する知的財産管理技能検定２級完全マスター【改訂３版】の内容について、次の通り、変

更・修正のうえ、ご利用いただきます様お願いいたします。 

なお、補遺の記載内容については書籍の本文に限定しておりますので、変更のあった条文部分につきまして

は、弊社ホームページの法改正情報にてご確認ください。 

 

実施回実施回実施回実施回    試験日試験日試験日試験日    法令基準日法令基準日法令基準日法令基準日    

第 23 回 平成 28（2016）年 33 月 13 日（日） 平成 27（2015）年 9 月 1 日 

第 24 回 平成 28（2016）年 37 月 10 日（日） 平成 28（2016）年 1 月 1 日 

※知的財産管理技能検定の解答にあたっては、問題文に特に断りがない場合、試験日の６カ月前の月の 1 日現在で 

施行されている法令等に基づくものとされています。 

 

不正競争防止法不正競争防止法不正競争防止法不正競争防止法の一部を改正する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律    

公 布 平成 27（2015）年 07 月 10 日 （平成 27 年法律 第 54 号） 

施行日 平成 28（2016）年 31 月 01 日  

参 考 経済産業省ホームページ 

不正競争防止法の概要と改正 

URL ： http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/unfair-competition.html 

    

 

アップロードの発売中のテキストに関しては、法改正にあわせ情報を公開しています。 

<アップロードホームページ>   <受検対策>   <読者サポートコーナー>   <法改正情報> 

URL ： http://www.upload-j.com/kaisei 

 

 

◆法改正情報について◆ 
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■Lesson13 不正競争防止法［２］ 

該当箇所 変更前 変更後 

P117 

 ２  営業秘密不正取得

等行為  

本文全体 

  本文追加・移動 

 

※下線…本文追加 

※波線…移動 

営業秘密に関する「不正競争」は、不正な手段によって営

業秘密を取得、使用、開示する等の行為です。 

 

また、自ら不正に取得していなくても、不正に営業秘密を

取得した行為が介在していることを知りながら、当該情報を

使用する行為等も含まれます。 

ここで、「不正な手段」とは、窃盗、詐欺、脅迫等をいいま

す。なお、営業秘密を職務上正当に取得したのであれば、不

正な手段による取得にはなりませんが、職務上正当に得た営

業秘密であっても、それを不正目的等で開示すれば「不正競

争行為」に該当します。 

営業秘密に関する「不正競争」は、不正な手段によって営

業秘密を取得する行為、または不正取得行為により取得した

営業秘密を使用、開示する等の行為です。 

ここで、「不正な手段」とは、窃盗、詐欺、脅迫等をいいま

す。なお、営業秘密を職務上正当に取得したのであれば、不

正な手段による取得にはなりませんが、職務上正当に得た営

業秘密であっても、それを不正目的等で開示すれば「不正競

争行為」に該当します。 

また、自ら不正に取得していなくても、不正に営業秘密を

取得した行為が介在していることを知りながら、当該情報を

使用する行為等も含まれます。 

さらに、営業秘密の不正な使用により生じた物（営業秘密

侵害品）を譲渡、輸出入等する行為も「不正競争」に該当し

ます。 

ただし、当該侵害品を譲り受けた者による行為については、

譲り受けるときに、①その物が営業秘密侵害品であることを

知っている場合、②その物が営業秘密侵害品であることを知

らないことにつき重大な過失（取引慣行に照らし悪意と同視

し得るほどの著しい注意義務違反）がある場合、に限られま

す。 

P118～119 

 ３  営業秘密に係る不

正行為  

ページ全体 

 次ページに差替え 
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（1）営業秘密不正取得
不正手段により営業秘密を取得する行為や、不正取得した営業秘密を使用や開示する行
為が該当します（不競２条１項４号）。

（2）不正取得後悪意転得
不正取得行為（不競２条１項４号）が介在したことを知りながら、もしくは重大な過失
により知らずに、その営業秘密を取得する行為や、またはそのようにして取得した営業秘
密を使用や開示する行為が該当します（不競２条１項５号）。

（3）不正取得善意転得後悪意使用
不正取得行為（不競２条１項４号）が介在したことを知らずに（善意で）営業秘密を取
得した後に、それらの事情を知ったにもかかわらず、または重大な過失により知らずに、
その営業秘密を使用や開示する行為が該当します（不競２条１項６号）。

（4）不正目的使用開示
営業秘密の保有者から営業秘密を示された後に、不正利益目的または加害目的で、その
営業秘密を使用や開示する行為が該当します（不競２条１項７号）。

悪意または重過失
により取得

使用・開示

不正な手段（窃盗、詐欺等）
による取得

営業秘密の保有者 従業員等
（不正取得者やスパイ）

第三者②第三者①

善意により取得 悪意または重過失
による使用・開示

不正な手段（窃盗、詐欺等）
による取得

営業秘密の保有者 従業員等
（不正取得者やスパイ）

第三者②第三者①

不正な手段（窃盗、詐欺等）
による取得

使用・開示

営業秘密の保有者 第三者従業員等
（不正取得者やスパイ）

（5）不正開示後悪意転得
不正開示行為（不競２条１項７号）であること、もしくは不正開示行為が介在したこと
を知りながら、もしくは重大な過失により知らずに、その営業秘密を取得する行為や、ま
たはそのようにして取得した営業秘密を使用や開示する行為が該当します（不競２条１項
８号）。

（6）不正開示善意転得後悪意使用
不正開示行為（不競２条１項７号）があったこと、もしくは不正開示行為が介在したこ
とを知らずに（善意で）営業秘密を取得した後に、それらの事情を知ったにもかかわらず、
または重大な過失により知らずに、その営業秘密を使用や開示する行為が該当します（不
競２条１項９号）。

（7）営業秘密侵害品の譲渡・輸出入等
営業秘密のうち生産方法等技術上の情報の不正使用行為（不競２条１項４号～９号）に
より生じた物（製品）を譲渡や輸出入等する行為が該当します（不競２条１項10号）。

正当に示す

不正利益または
加害目的で使用・開示

営業秘密の保有者 従業員等 第三者

不正利益、加害目的または
守秘義務違反で開示

悪意または重過失
により取得

使用・開示

営業秘密の保有者 第三者① 第三者②従業員等

正当に示す

不正利益、加害目的または
守秘義務違反で開示

善意により取得 悪意または重過失
による使用・開示

営業秘密の保有者 第三者① 第三者②従業員等

正当に示す
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該当箇所 変更前 変更後 

P120 

 ３  営業秘密に係る不

正行為  

①適用除外 

最終行 本文追加 

…損害賠償請求（不競４条）の規定が適用されません（不競

１９条１項６号）。 

…損害賠償請求（不競４条）の規定が適用されません（不競

１９条１項６号）。また、差止請求権（不競３条）が時効によ

り消滅した後に（不競 15 条）、営業秘密を使用する行為によ

り生じた物を譲渡等する行為についても適用されません（不

競１９条１項７号）。 

P121 

 ４  技術的制限手段妨

害行為 

本文４行目 

最終行 修正 

 

 

 

（不競２条１項１０号） 

（不競１９条１項７号） 

 

 

 

（不競２条１項１１号） 

（不競１９条１項８号） 

P122 

 ５  ドメイン名不正取

得等行為 

本文３行目 修正 

 

 

 

（不競２条１項１２号） 

 

 

 

（不競２条１項１３号） 

P123 

 ６  原産地等誤認惹起

行為 

本文３行目 修正 

 

 

 

（不競２条１項１３号） 

 

 

 

（不競２条１項１４号）    

P123 

 ７  競争者営業誹謗行

為 

本文２行目 修正 

 

 

 

（不競２条１項１４号） 

 

 

 

（不競２条１項１５号）    

P124 

 ８  代理人等商標無断

使用行為 

本文４行目 修正 

 

 

 

（不競２条１項１５号） 

 

 

 

（不競２条１項１６号）    
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該当箇所 変更前 変更後 

P124 

 ９  救済と罰則 

①救済措置 

本文５行目 修正 

最終行 本文追加 

 

…もしくはその行為の開始の時から１０年が経過した後は、

侵害行為の差止めを請求できません（不競１５条）。 

…もしくはその行為の開始の時から２０年が経過した後は、

侵害行為の差止めを請求できません（不競１５条）。 

また、損害賠償請求等において、一定の場合に、営業秘密

侵害者（被告）による生産技術等秘密の不正使用が推定され

（不競５条の２）、被侵害者（原告）の立証負担の軽減が図ら

れています。 

P125 

 ９  救済と罰則 

②罰則 

本文３～４行目 

  修正・本文追加 

 

 

 

最終行 本文追加 

一定の不正競争行為については、罰則の適用があります（不

競２１条）。例えば、詐欺行為等により取得した営業秘密を、

不正競争の目的で使用または開示した者は、１０年以下の懲

役または１千万円以下の罰金に処され、またはこれが併科さ

れます（不競２１条１項１号）。 

 

 

 

 

 

 

なお、法人の従業者が法人の業務に関し当該違反行為をし

た場合は、行為者に加え、その法人に対しても罰金刑が科せ

られることがあります（不競２２条）。    

一定の不正競争行為については、罰則の適用があります（不

競２１条１項～３項）。例えば、不正の利益を得る等の目的で

詐欺行為等により営業秘密を取得する等、一定の営業秘密侵

害行為については、１０年以下の懲役または２千万円以下の

罰金に処され、またはこれが併科されます（不競２１条１項

１号～９号）。海外重罰が適用される場合は、１０年以下の懲

役または３千万円以下の罰金に処され、またはこれが併科さ

れます（不競２１条３項１号～３号）。 

営業秘密侵害の一部行為（営業秘密の取得、使用、開示、

営業秘密侵害品の譲渡等）は、未遂であっても処罰の対象と

なります（不競２１条４項）。 

法人の従業者が法人の業務に関し当該違反行為をした場合

は、行為者に加え、その法人に対しても罰金刑が科せられる

ことがあります（不競２２条）。 

その他、営業秘密の保護強化を図るため、営業秘密の国外

取得・使用・開示処罰（不競２１条６項、７項）、営業秘密侵

害行為によって得た収益を上限なく没収することができる任

意的没収（不競２１条１０項～１２項）等の罰則が規定され

ています。 

なお、営業秘密侵害罪は非親告罪です。    
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該当箇所 変更前 変更後 

P125 

 ９  救済と罰則 

不正競争行為の類型と適

用除外（一覧表） 

    

※１０号追加 

※既存の号の繰下げ 

    

   １０号 営業秘密侵害品の譲渡等    ・差止請求権の時効消滅後の

譲渡等    

１０号 
  

１１号 
  

１１号 １２号 

１２号   １３号   

１３号   １４号   

１４号   １５号   

１５号   １６号   

P126 

    まとめまとめまとめまとめ        

本文７行目 修正 

・不正競争防止法２条１項１２号（ドメイン名不正取得等行

為）、１４号（競争者営業誹謗行為）については、適用除外

がない 

・不正競争防止法２条１項１３号（ドメイン名不正取得等行

為）、１５号（競争者営業誹謗行為）については、適用除外

がない 

 

■Lesson18 関税法 

該当箇所 変更前 変更後 

P176 

 ３  輸出または輸入

してはならない貨物 

囲み枠内 修正 

 

輸出してはならない貨物 

①（省略） 

② 不正競争防止法２条１項１～３号、１０号、１１号に

掲げる行為… 

 

輸入してはならない貨物 

①（省略） 

② 不正競争防止法２条１項１～３号、１０号、１１号に

掲げる行為… 

輸出してはならない貨物 

①（省略） 

② 不正競争防止法２条１項１～３号、１１号、１２号に

掲げる行為… 

 

輸入してはならない貨物 

①（省略） 

② 不正競争防止法２条１項１～３号、１１号、１２号に

掲げる行為…    
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