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不正開封防止クロージャー

容器用の不正開封防止クロジャーク用クロ
ージャーは、内側と外側の部分を含む第一
部と第二部からなる。外側部分は、少なくも
部分的に第一と第二部分は互いに隣接し
ていている第一位置からそれらの間にギャ
ップがある第二位置まで、内側部分に対し
て可動性である。第一部分は、最初の開封
に際して第二部分のクロージャーを不可逆
的にロックするためのロック手段を含むの
でギャップは閉まらない。外側部分はトップ
プレートを含み、さらに少なくともロッキン
グ手段の一部分はプレート上に運ばれる
か、あるいはプレートによって運ばれる。
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ラッケンバックシーゲルの依頼人に
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睡眠は健康によいかもしれませんが、知的財産権
や大概の法律上の権利のような問題で、眠ってし
まうことは致命傷となる場合があります。 

「怠慢罪」とは一体何でしょうか？  Laches?

訴 訟 を 始 める前 の 理 に 合 わ な い 遅 滞 を 指 す
専門用語が「怠慢罪（laches）」です。（「マッチス

（Matches） ＝ 試合」と韻が似て
ますね。）響としては、言葉「lax (手
ぬるい)」と関連して、法律上の権利
を執行しようとする場合には何か
と望ましくないようなものです。被
告は、第一に、（遅延の長さと遅ら
せるに足る適切な理由の有無を意
味するー「不合理な遅延」）原告が
訴訟を起こすために余りにも長い
間待っていたこと、第二に、そのよ
うな遅延によって被告が不利益を
被ったことを証明できれば抗弁と
して怠慢罪が適用できます。

 

フィットビット対フィットバグ  Fitbug v. Fitbit 

原告、2004年に創業の携帯型電子フィットネス・ト
ラッカー市場に参入した初期のメーカーの一つ
で、電子フィットネス・トラッカーの英国のメーカ
ー、フィットバグが、最近のフィットビット対フィット
バグ訴訟から学んだことを見てみます。競合相手
である被告、2007年創業のカリフォルニアの会社
フィットビットは、誰か社員がフィットバグを知る以
前に「フィットビット」の名前を選んだと後日主張し
ました。2013年のフィットバグ対フィットビットの
商標訴訟では、怠慢罪によってフィットバグの主張
は退けられて、裁判所は２つの商標の間に混乱の
可能性があるかどうかについての判決を言い渡す
ことはありませんでした。 

怠慢罪は抗弁・防御となります。このことは、疑わ
しい商標、特許著作権侵害者が、例え、侵害が認定
されたとしても、原告が訴訟を余りにも長く起こさ
ず、被告がその遅延によって甚大な不利益を被る
場合に金銭的な責任を回避できることを意味して
います。訴訟に関して、フィットバグは電子フィット
ネス・トラッキング装置を製造する新規企業による
侵害の可能性について相当な時間と労力を調査

に費 やししていまし
た。調査の時間が長
引けば長引くほど、実
際に侵害があるかな
いかに関係なく、ライ
バル企業は、原告が
余りにも長い間待っ
てていたことを示す
証拠を、より多くもつ
ことになります。この
ような事態を避ける
ために、知的財産（IP)

専門の弁護士と一緒に直ちに調査を実施すること
で、潜在的な侵害に関係する事実を把握し、侵害
を主張するか、あるいは、恐らくは、停止、中止のレ
ターを準備するかどうかを現実的且つ早急に決定
することができます。

情報が多すぎたのか？ Too much information? 

如何なる裁判所の決定においても、遅延の長さ
が、原告の主張が怠慢罪によって退けられるかど
うかの主な因子となります。それで、裁判所は、潜
在的主張について、原告がどれだけ長い期間知っ
たいたかどうか、Eメールを含めた通信・文書を検
証することになります。フィットビットは、侵害可能
性の問題について、社内外で通信・文書を調べま
した。ある文書では、可能性のある侵害者を「詐欺」

ラッケンバックの米国･国際特許部門は、クライエントに対し
て合わせて75年近い知的財産関連について経験を有し、部
門をサポートしている資格認定パラリーガルを誇りにしてい
ます。キャサリン・キナードは、数千件の国内外の特許状況と
文書関係のマネージメントを担当しています。アンナ・マリ
ア・スアレスとジュディ・ハートの担当責務は、国内外の特許
執行業務と同様に、全ての国内外の手続きに関連して、特許
部門のマネージャーを補助することです。



　2014年、米国普通特許申請概観は、再び、
僅かながら上昇傾向を示した。暫定合計で
578,802件の通常特許申請があり、2013年の
571,612件から1.26%増加して、再び最高を
更新した。米国外からの出願は1.1%増で全
体の50.7％である。また、昨年の米国普通特
許許可件数は、合計300,678件あり、156,057
件(51.9%)は外国居住者に許可され、2013年
と同じ割合であった。2014年、米国在住者に
144,621件の普通特許が許可され、2014年
に許可された通常特許の48.1％と前年と同
じ割合であった。 
  外国居住者対する普通特許許可件数は、日
本在住者に対して53,849件(または34.5%)
であった。この数字は、米国普通特許合計許
可件数の9.3%に相当し、2014年は2013年
から1.5%減であった。（注：件数では3.7%
増）合計普通特許許可の割合別では、日本
に続いて、ドイツ(10.6%)、韓国 (10.6%), 台
湾(7.3%)、中国（4.6%）、カナダ (4.5%)であ
った。上位10カ国に、フランス(4.3%)、英国
(4.2%)、イスラエル(2.2%)、インド（1.9％）と
スエーデン (1.8%)が含まれる。2014年、普
通特許が許可された他の国で割合が高いの
は、イタリア（１.7%)、オランダ（1.6%)、スイス

（1.5%）と豪州（1.1%）である。 
  米国の州では、カリフォルニアが2014年も
再びリードして、普通特許 40,661件、米国
居住者への全体許可件数の28.1%に相当す
る。この数値は、米国普通特許許可件数の
13.5%に当たる。その他の普通特許が許可さ
れた主な州は、テキサス (6.9%)、ニューヨー
ク(6.2%)、 マサチューセッツ(4.7%)、ワシン
トン(4.5%)、ミシガン(3.7%)、ニュージャージ
(3.5%)、 イリノイ(3.5%)、ミネソタ(3.2%)、フ
ロリダ(2.9%)、ペンシルベニア(2.8%)、オハ
イオ(2.6%)、ノースカロライナ(2.4%)、コロラ
ド(2.2%)であった。 
  米国政府機関に2014年に許可された通常
特許は前年から再び増加した。2014年には
合計1024件の普通特許が米国政府機関に許
可され、ほぼ前年と同じであった。海軍がび
リードして、政府機関への通常特許許可件数
で最も高い割合を示し、35.6%、続いて、保健
社会福祉省17.3%、陸軍15.1%、NASA10.9%
、農務省6.5%、空軍5.3%、エネルギー省2.8%
であった。 
  特許協力条約(PCT)への2014年の出願は
大きく増え、4.5%増の214,500件あり、増加
率では米国（+28.7%）、日本（+19.8%)、中国

（+11.9%)の順であった。他の国からも増加
して、ドイツ（+8.4%)、韓国（+6.1%)、フラン
ス(+3.9%)、英国(+2.5%)、オランダ(+1.9%)
、スエーデン(+1.8%)であった。 
  PCTシステムの最大の利用国は、引き続
き米国で、61,492件を出願、続いて、日本
42,459件、中国25,539件、ドイツ18,008件、
韓国が13,151件を夫々2014年に出願した。
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「他の競争相手」及び「窃盗」と称して注意をして
いました。個人および会社の従業員から「注意喚
起」レターが、原告が訴訟を起こす４年半前には競
争相手の製品を知っていたことを証明していまし
た。

あるいは足りなかったのか？ 

Or not enough? 

裁判所は、侵害の可能性に関する実
際の知見だけでなく、可能性を示す構
成的知見をも検証します。このことは、
会社が、権利を主張する可能性につい
て承知していたとしたら、裁判所は、会
社は、あたかも対応すべき該当する事実を実際に
知っていたと、判断することを意味しています。例え
ば、フィットビットは、実際に製品を発売する一年以
上前に公に発表していました。結果、フィットバグが
フィットビットの発表を実際に知っていたかどうか
に関わらず、発表時点から競争相手について知っ
ている筈であると原告フィットバグは告発されたの
です。フィットバグは、先に触れた「注意喚起」レタ
ーのような、反対するための引き金となるべき情報
の重要性を無視してしまったか、過小評価してしま
ったのです。 

監視サービスや他の信頼できるシステムを利用し
て、企業の知的財産を取り締まるようにして下さ
い。弁護士の助言を得て、侵害の可能性に対してす
ばやい対応を取り、疑わしい場合のフォローアップ
体制を準備して下さい。

見回る Look around

実効性のある商標を取り締まる取り組みによって、
米国特許商標庁における侵害の可能性がある出
願について知的財産所有権者は知ることができま
す。商標権所有者は、商標審判部に公開された出
願に対して異議申し立てを行うことができます。も
し、異議申し立てが成功すれば、新規出願の登録は
拒絶されることになります。さらに、功を奏した異議
申し立ては、競争相手に対する訴訟において自ら
の立場を強くすることになります。例えば、フィット
バグ対フィットビットの訴訟では、フィットビットは、
製品発表の少し前に商標出願を行っています。出
願は、フィットバグの商品に類似する商品をカバー
していました。 

誤(Wrong)：2009年1月に異議申し立てのため
にフィットビットの出願が公開になったにも関わら
ず、フィットバグは、明らかに、知らなかったのかフ

ィットビットの商標侵害に異議を申し立てること
について何らの行動もとりませんでした。結果とし
て、フィットビットは、30日間の異議申し立て期間
を無事にやり過ごし、2009年12月に登録証明を

受け取っています。結果、フィットバグが
2013年3月にフィットビットを訴えた時
には、フットビットは3年以上連邦登録
を保持していたことになります。

 

正(Correct)：諸外国と同様に米国商
標庁への商標出願について情報を自社
が知らされるように、侵害されるかもし
れない自社の商標について、商標監視

サービスあるいは商標を取り締まるシステムを持
つようにして下さい。例えば、侵害してくる可能性
のある商標が異議申し立てのために公開されると
貴社は通知を受け取り、それによって出願に異議
を申し立てるかどうか決定することができます。競
争相手は、連邦登録をしなくても理論的には商標
を使用し続けることができ、商標審判庁の好意的
決定が侵害を止めるために必要でないかもしれ
ませんが、異議申し立ては、裁判所に自社が効果
的に取り締まる努力を行ってきたことを示すこと
になります。さらに、異議申し立ては、適宜な形態
で問題を解決する和解に至らせ得る場合もありま
す。

ホームワークをする Do your homework  

例え、ひとつひとつの要因が、潜在的に侵害してく
る競争相手の市場への参入を明らかにしていなく
ても、裁判所はIP所有者が点と点とを結びつける
ことを要求しています。フィットバック訴訟では、裁
判所は、「フィットビットは、当時、まだ、製品を出荷
していなかったものの、フィットビットは明らかに
似たような名前で同じ地域で類似のデバイスを販
売していた。」と述べています。...’”結果として、その
時点で用心深い企業人なら、混乱の可能性を認識
すべきでした。原告は、実際に競合製品が販売さ
れるまで潜在的侵害について知る責任はないと反
論しました。例え、競争相手が実際に、まだ、製品を
販売したり、サービスを提供していないとしても、
企業が混乱が起こり得ることを全面的に納得した
時点ではなく、企業は把握した時点から混乱の可
能性を知っておく責任を有するか、あるいはその
混乱の可能性を知っておくべきであり、それ故に、
企業がなすべきことは、IP取り締りについての取り
組みの結果に注意を払っておくべきです。訴訟に
持ち込む決定を会社がするならば、裁判所で、「犬
がホームワークを食べました＝宿題やりましたが、



　毎年　　1,100万のコンテナが米国の港
に、1,000万がトラックで陸路国境に、300万が列
車で、更に2億5,000万個の貨物、郵便、エクスプレ
ス便が空港に送られてくる。しかし、実際に登録さ
れている商標あるいは著作権の数は数百万あるに
も関わらず、その内、（著作権やトレードネームと同
様に）たった約3万の商標が、税関と国境パトロール

（CBP)に記録されているに過ぎない。 
　登録はしなくてはならない　　商標化製品
は、CBPによって、差し止めまたは差し押さえられ
得る。理論上、CBPは、如何なる製品も記録されて
いる連邦登録商標に類似の商標を有すると考え
る。ブランドの所有者が、輸入品について書面によ
る同意を与えてない限り、製品は差し押さえされ、
廃棄される。さらに、民事賠償を、偽造品の輸入を
指示、支援、あるいは助力および教唆した者に課す
ことができる場合がある。 
　差し押さえられ、差し止められ、廃棄された　　
偽造品が差し押さえられた場合には、政府は、ブラ
ンドの所有者に通知し、同様に、輸送についての
詳細を公表する。CBPは、サンプルを検証、試験、
あるいは輸入者に対し、民事救済を追及できるよ
うに製品のサンプルを商標所有者に提供する場
合がある。 
　国境無き市場を保護する　　従来の国境強化問
題の範囲を超えて、商標の所有者は、しばしば、３D
プリンターを含めた、商品のコピーを可能にする
新しい技術によって、さらに、商品を国に持ち込む
流通経路の拡大によって損害を受けている。偽造
者が採用するビジネスモデルも、またシフトしてい
る。最新の妙案は、インタネット経由で、郵便やエク
スプレス・クーリエ輸送によって偽造商品を輸入す
ることである。 
　ならずもの防護（RogueBlock）の利点　　これ
らの新しい脅威に立ち向かって知的財産に、さら
なる法的保護を獲得するための努力が失敗するに
伴って、知的財産権所有者は、侵害を止めるために
代金決済処理業者とチームを組み、国際反偽造品
連携（IACC＝International AntiCounterfeiting 
Coalition）を結成し、支払い処理イニシアティブ

（Payment Processor Initiative）を始めている。
コード名、ローグブロック（RogueBlock）、プログラ
ムは、権利所有者が偽造品あるいは海賊商品のオ
ンライン販売業者を、関係する代金移転ネットワー
ク及びクレジット並びに支払い処理会社に通報す
ることができる手順を設定している。違反が発見さ
れた場合には、支払いを受け取けとる方法が無く
なり、事業者のアカウントが閉鎖され、如何なる事
業者もジネスを続けることができないので、偽造
者には大きな痛手となる。 
　ローグブロック参加者　　プログラムは、9000
以上のウェブサイトについて、調査のための照会を
行い、ほぼ4000の事業者口座を閉鎖した。新しい
ウェブサイトを立ち上げる容易さに比べて、事業者
アカウントを設立することは事業者にとってより困
難であるので、偽造品を販売する多くの連続するウ
ェブサイトを閉鎖する試みよりも、ローグブロック・
プログラムは、より効果的という利点がある。

ラッケン・ファクト 
Lacken - FACTS                      

偽造品用コンテナー　
Containers of Counterfeits! 

ペテン（curve）の先を行く

全ての本ニュースレターの記事とリストはwww.Lackenbach.comでご覧になれます。 ページ3

ご存知？
DID YOU KNOW?

最初の商業的に使用可能なネオンサインはフランス
人、ジョージ・クラウド（Georges Claude）が1910年11
月9日に特許を取得した（ネオンアート・ミュージアム
より）。米国で最初に取り付けられたネオンサインは、
アール・アントニー（Earl C. Anthon）が、ロスアンジェ
ルスのパッカード・カーディーラの宣伝用にと、発明者
から1923年に購入したものである。ヤング・エレクトリ
ック・サイン社が、1930年ラスベガスのボルダー・クラ
ブに初めて目を見張るようなネオンサインを設置して
いる。 
Post-It note(ポストイットノート)は、1973年に３M社
の二人の研究者によって発明されたものである。そ
の内の一人、スペンサー・シルバー（Spencer Sil¬ver）
は、商業的価値が無いと思われた弱い接着剤を発明
していた。その後、同僚のアーサー・フライ（Arthur 
Fry）は、聖歌隊の練習の間、聖書から落ちないように
ブックマークの代用紙切れに該当する接着剤を使う
ことを思いついた。二人の研究者が、初めてPost-It 
notesを作っていた時に、手元で使えるスクラップペー
パーの色が、ノートのオリジナルの黄色であった。
テニスシューズを意味する単語「スニーカー（sneak-
er）」は、しばしばヘンリー・ネルソン・マックキンニー

（Henry Nelson McKinney）が作ったものされている
が、実際には、早くも1887年に、用語は使用されてい
て、ゴムの靴底で静かに歩くことができることの説明
用に1917年に広告代理店 N. W. Ayer & Sonが初めて
使用したものである。その年、ボストンの新聞が、少年
がテニスシューズに与えた名称として「スニカーズ」を
引用している。 
ペーパークリップは、ノルウェー数学者・科学者ヨハ
ン・バーラー（Johan Vaaler）によって発明されたもの
である。バーラーは1899年にドイツ、1901年に米国で
特許を受けている。ペーパークリップは、医師ジョン・
イルランド・ホー（John Ireland Howe）によって、1835
年のピンを大量生産するための機械の発明以来、仕
立て屋の真っ直ぐなピンに代わって紙綴じ用として有
名となった。それ以前の数百年間は、ワックスを付け
た布が使われていた。 
1826年頃、フランスの発明家ジョセフ・ニエプス（Jo-
seph Niépce）が、瀝青をコーティングしたピュータの
シート上に、フランスのバーガンディー地方の自宅の
窓から景色を写したのが最初の写真である。必要な
写真の露光時間は7日間であった。開発は、光感受性
ニスのことを知ったとき、リソグラフィーの試みから生
まれたものである。当初、写真を開発した後、ニエプス
は、英国に旅行して、提案は拒絶されたが、発明のプ
レゼンテーションの許可を王室に求めている。 
ブリキの缶は、1772年頃から食品の保存に使われて
いる。伝えられているところでは、ブリキ缶は、フランス
人、フィリップス・ド・ジラード（Philippe de Girard）に
よって発明され、アイデアは、ジラードのアイデアを特
許にした代理人であった英国の商人に譲渡された。
缶詰の概念は、ガラス容器を用いた食品保存の実験

に基づくものであった。1812年の特許
は、二人の英国人に売られ、プロセスと
製品が改良され、世界最初の商業的缶
詰工場がロンドンに建設された。1813年
までに、王室海軍用に最初のブリキ缶詰
商品を製造している。 
ジェームズ・ホーグ（James Hoge）は
1918年に最初の電気交通信号機に対す
る米国特許を受け、初の電気交通信号
機は、1914年にオハイオ州クリーブラン
ドのユークリイッド・アベニューと東105
番街のコーナーに取り付けられている。
ガス交通灯は、自動車が発明されるずっ
と以前の1868年にロンドンに設置され
たものの、一ヶ月も経たない間に、歩道
下のガス漏れによって爆発がおき、設計
構造はその後使用されなくなった。
アレキサンダー・グラハム・ベル　　　

（Alexander Graham Bell）の母親は聴
覚障害者であり、父は、聴覚障害者の言

語教師であった。ベル自身後に聴覚障害者の言語教
師となり、奥さんも聴覚障害者であった。人の声に関
するベルの興味は、一本のワイヤーの上を同時に電
報メッセージを伝送する研究へと広がり、1876年3月7
日に音を伝送するための方法として、米国特許をベル
は受け、電話の発明へとつながっていく。
最初のファックス機は、最初のファクスプロセスを開
発するために時計の機構と電報機構を組み合わせた
時計メーカー、スコットランド人の機械工、アレキサン
ダー・ベイン（Alexander Bain）の発明である。ベイン
は、1843年に英国特許を受けている。ベインの発明で
は、フラットな金属表面を、金属表面からイメージを
捕捉する針を用いて、伝送器がスキャンするものであ
った。「電気式印刷電報」について1843年5月27日に
特許受けている。
双方向ビデオ電話の最初の一般へのデモンストレー
ションは、ニューヨーク市で、ベル研究所とAT&T本社
との間の電話で行われている。閉鎖回路を用いた初
期のテレビ装置を使ったシステムである。ベル研究所
は、1956年に既存の電話回路の上に、使用するビデ
オ電話を開発している。 
初期のコンベアベルトは19世紀の初めに使用されて
いる。1892年、トーマス・ロビンズ（Thomas Robins）は
石炭を輸送するためのコンベアベルトを発明し、1901
年にはスチールのコンベアベルトを使っている。リチ
ャード・サットクリフェ（Richard Sutcliffe）は、鉱業に
革命を起こしたコンベアベルトを1905年に石炭鉱
山で使用した功績が認めらている。ヘンリー・フォード

（Henry Ford）は、1913年にハイランドパークのフォ
ード自動車のミシガン工場で、組立ラインにコンベア
ベルトを導入している。B. F. グッドリッチ（Goodrich）
社は、1957年に、磨耗を減らすことのできる半分ツイ
ストを採用したコンベアベルトを特許化している。
トーマス・エジソン（Thomas Edison）は、21歳の時に
初めて特許を出願して、500件の拒絶に加えて、自身の
名前の入った特許を1093件有していた。重要な研究
は、1878年の電球で、「電灯における改良」のためとす
る最初の特許出願を申請している。電話関係が34件、
バッテリー関係が141件、電灯に関係するものが389
件ある。ある伝記作家によれば、エジソンは米国以外
で34カ国で1200件以上の特許を受けている。
印刷は、ヨハネス・グッテンバーグ（Johannes Guten-
berg）によって1440年頃に発明されている。1500年
までに1000冊のグッテンバーグ印刷が欧州で行わ
れ、1600年までに2億冊以上の新しい本が作られ、
功績が認められている。印刷は、啓蒙の時代（Age of 
Enlightenment）に役立ち、新しいそして賛否両論の
アイデアを広げることを容易にする功績があった。印
刷は、革命の促進、宗教の大混乱、科学思考に影響す
ることを立証し、マーク・トウェイン（Mark Twain）は後
に「現代世界の良いこと悪いことは、グッテンバーグの
お陰である」と著している。
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アリス　2.0　－　最新情報
Alice 2.0         An Update

ワンダーランドに余波    The aftermath in Wonderland

アリス・ワンダーランドその後の含蓄 
Implications in the Post-Alice Wonderland

アンドリュー・ヤング　Andrew Young 

　　1986年のルイス･カロル（Lewis Carroll)の不
思議の国のアリス（Alice's Adventures in Won-
derland）の中で、アリスは白ウサギの後から、ウサ
ギの穴を、すべてのことがこれまでのものから変わ
っている不思議の国に下りて行きます。本の中の
最大の敵、ハートの女王の最も有名なくだりは、「
首をはねよ」です。 

　　2014年6月のアリス社とSLS銀行の訴訟にお
ける米国最高裁の決定、その後の2014年6月と
2015年7月にUSPTOが発行した適格審査ガイドラ
イン（Eligibility Examination Guidelines）は多く
の許可特許無効および審査中の出願の拒絶をも
たらしている。USPTOの審査初期のアクション、特
許審判部（PTAB)あるいは発行後の異議申し立て
において、アリスの解釈は特許出願人にとって好
都合なものではない。USPTOと裁判所は、「首をは
ねる」という決定に傾いていて、米国最高裁が再び
方向性を変えない限り、この傾向は続くことになる
でしょう。 

　　アリスの判決では、「ビジネスにおける中間リ
スクヘッジ」の基本的実施についてのクレームは
抽象的アイデアであり、101条により特許性がない
という決定がなされている。すなわち、アリスの余
波で、USPTOのガイドラインは多くの許諾特許と
出願特許をウサギの穴に突き落とすようなもので
ある。 

救済手段はまだない　No Help 
　　前号で報告したように、USPTOガイドライン
は、アリスは、ニ段階分析を立証することを意味し
ている。第一段階の要点は、抽象的アイデアが特定
されているかどうかの決定である。抽象的アイデア
が特定されているならば、第二段階の要点は、クレ
ームの残り部分が抽象的でアイデア自体よりも著
しくより多くのことと関連しているかでどうかであ
る。さらに、最高裁は、USPTOと他の裁判所は、この
主要点について「特許法の丸呑み」をしないように

「注意を深く踏まえて行く」ことを要求している。実
際、USPTOの業務を規範する米国法と行政手続き
法（APA＝Administrative Procedures Act）の下で
の通常の必要条件は、抽象的アイデアについての
決定は、審査官の意見がではなく、外部参考文献
のような「実体証拠」に基づくことを要求している。 

　　不幸にして、USPTOのガイドラインは、参考文
献の引用に関して、101条拒絶を裏付けるために「
それは必要ではない」とし、請求項発明が特許を
受ける適格性がないとする審査官決定について、
審査官は、「明確で明瞭な表現」を表明することの
みが必要であって、多くのことが「呑み込まれて」し

まっているように思える。そして、101条に依る拒絶
について「明確で明瞭な表現」を一旦表明されれ
ば、出願人、審査官に異議を申し立てることには大
きな困難が伴うと思える。 

包括的に理解することが更に困難なことは、「（ク
レーム）についてコンプリート・プレエンプション

（complete preemption　完全優先権)の欠如は、

クレームの特許性を保証しない」、とするUSPTOの
立居地であって、それ故、別の面でクレームが明確
に非抽象的制限を含むものであったとしても、出
願人は、ほとんど真っ暗がりの明かりのないまま審
査というウサギの穴を下りて行くことになる。クレ
ームが、新規あるいは非自明主題を含むかも知れ
ない事実は、クレームが「抽象的」であるとされるこ
とから逃がれさしてはくれない。 

    2014年以後、、全ての連邦裁判所におけるアリス
判決のまとめによれば、全ての101条異議申し立て
に対して、当節、72%に特許無効決定がなされてい
ることが示されている。連邦巡回裁判所13件中12
件（92%)は、無効特許と判決するものである。裁判
所の判決報告によれば、侵害、新規性あるいは非
自明性分析がクレームについて行われる前に、既
に、67%に対して、101条に対する弁論申し立ては
プレエンプション（優先権）無効と決定されている。 

  USPTOでの結果は、一層悪いと思える。101条を
ベースにした拒絶異議申し立て審判に対する特許
審判部の結果についてまとめたある発表では、当
初で84%が無効、最終決定ベースでは100%が無
効と判定されている。101条に拠る審査官の最終
拒絶に対する他の統計は、ある技術部門では、76-
100%の間である。破棄された出願、1000件以上に

ついての別の分析結果は、分析当時で31%が101
条が原因であった。暗号、モデリング、Eショッピン
グ、ヘルスケア、金融など、TC3600のようなある技
術センターでは、101条拒絶は90%以上に上って
いる。このような統計結果は、間違いなく、イノベー
ションを阻害して、イノベーションに投資に対する
期待感を損ねるものである。 

   このような結果は、現在広く認識されており、米
国最高裁が、明るく照らされたウサギの穴へ下り
て行けるように、そして、クイーンの女王を排除す
る機会を持つ決断をすることを期待する。

アリス・ワンダーランド後の含蓄  Implications
影 響 はソフトウェアやコン ピュータに 限らな
い。101条アリス拒絶は、USPTOのほぼ全ての技
術部門で行われ、ほぼ全ての特許訴訟で考慮さ
れている。アリスの問題は、クレーム要素が、明確
な構造、組成物、構成要素でない場合、常に予測
しておくべきことである。機能的要素を有効にす
る、データ転送あるいはコンピュータが関係する、
変形性効果を与える、そして方法工程に従うよう
な、クレームは、すべて、アリスの下、101条に拠っ
て、USPTOは特許性が無いと疑うかもしれない。 

重要な思慮 Important Considerations 

如何なる産業であっても、データの取り扱い、コン
ピュータ・プロセスが関係する出願においては、最
初の記述を強化しておく。機能要素、変形作用、物
理的制限および特徴に関しては、「本質的にもっと
多く」を含んでおく。アリス分析の下、簡潔な記述
はマイナスの表現になる。 

手段プラス機能クレーム構造は避けるように• 
する。 

コンピュータ実施機能に関しては、アルゴリ• 
ズム、フローチャート、IF-TEHN・工程、あるい
はコンピュータ・コードそのものの記載が望
ましい。 

重要な特許を強化するために再発行出願申• 
請（re-issue filing）を考慮する。 

USPTOの新しい特許性審査ガイドラインの• 
下、審査の前に、発行された特許に依拠する
ポートフォリオ（資産）およびライセンスの価
値を評価する。該当する特許に基づく全ての
財政の検証を考慮する。 

訴訟になる前、および鑑定戦略上、リスク評• 
価の一環としてアリスを認識しておく。

特許に関するお問い合わせはアンドリュー・ヤングまで御願いしま
す。AYoung@Lackenbach.com 



時間が経ってしまったか Where has the time gone?

出訴期限を知っておく
Know Thy Limitation Period

全ての本ニュースレターの記事とリストはwww.Lackenbach.comでご覧になれます。　-ページ５

怠慢罪法廷を施錠  Laches Locks the Courtroom Door  3ページからのつづき 

フィットバグは、弁護士が競
合製品について公に発表さ
れた後、早くも一ヶ月後には
アドバイスをしていたにも
関わらず何ら行動を起こさ
ず、さらに、商標侵害がある
かもしれない競争相手の該
当製品の販売が始まった時
も再び何も行わなかった。
ベターアプローチは、IP侵
害が疑われる時は常にIP
弁護士に相談し、企業が最
終決定をする前に、弁護士
の推薦するあるいは推薦し
ない行動について理由を
企業自らが理解しているか
どうかを確かめることです。 

さらに、古人曰く、「怠慢罪
は、権利の上で眠っているこ
とにへのペナルティーです。
」IPおよび他の法的権利の
場合、「居眠りしてると、失い
ますよ。」

失くしてしまいました」と言うに等しいことで言い争うことのないように、前も
ってIP専門弁護士のアドバイスを得るのが得策といえます。

先を見る  Look ahead 

 競争相手が、徐々にIP保有者のビジネス分野に進出してくる場合には、進出
がIP所有者と新規企業との間の直接的競合が現実に生じるまで、侵害が明白
でないことが時にしてあることが示唆されています。しかし、
裁判所は、しばしば、二つのビジネスの間での争いは避
けれないことを理解する責任がIP所有者にはあるとして
います。例えば、フィットバグ訴訟では、フィットバグは、当
初、フィットビットは、企業にではなく個人にだけ販売し
ていたので、フィットビットが企業に販売を始めるまで混
乱の可能性はなかったと主張しました。しかし、裁判所の
判決は、「フィットバグは、ビジネスービジネスー消費者
市場においてフィットビットの販売が本質的に増大して
いたことを指摘し、一方、フィットビットが販売当初から
該当市場で販売を行っていたこともまた議論の余地の
ないことである」と述べています。 

 原告は、侵害が、当初小さかったので、競争相手の販売
が実際にフィットバグの脅威となる段階まで待っても良
いと間違った判断を下してしまったのです。このような誤
りを避けるためには、競争相手が、自社の市場で、実際
に販売をしたり、販売を計画しているかいないか、あるい
は論理的にビジネスが拡大するだろうことを潜在的な製
品侵害の評価と考察をIP専門弁護士と相談することを考
慮してみて下さい。そうすれば、実際に販売が大きくなる
前であっても潜在的侵害について知っておくべきとされ
ている事に対する責任を取っていることになるでしょう。

問題は無くなってくれるだろうと、希望的観測はしないで
下さい。 Don't just hope the problem will go away.

 怠慢罪によって主張が退けられるかどうかの決定に関
し、裁判所は、新規企業がビジネスから撤退することは
ないと確信するまで原告が訴訟を控えていたとうような
主張を認めることはありません。有名な商標の権威筋の
言葉を借りれば、フィットバグの裁判から引用されるよう
に、「原告は、被告のビジネスがどのように成功するかを
見定めるために理由もなくただ単に待って、それまでに
被告が開発した営業権を取り上げるような差し止めを要
求することはできない」ということです。フィットバグは、
新規ビジネスへの競争相手が投資するのを待って、監視
している間に行動を遅らせてしまったのです。このような
過ちを避けるためにも、自らのビジネス感覚とIP専門弁
護士のアドバイスを、潜在的侵害者から強いられる脅威
を評価するために使うことが望まれます。侵害の問題を
解消するために競争相手のビジネスの失敗を当にしないと
いうことです。

「何かを見たら、何らかの行動を起こすこと。」

“If you see something, do something.”

  最初の使用者が裁判に訴えることが遅れる事態になって、使用者へ傷が大き

ければ大きいほど怠慢罪による侵害主張が退けれられる可能性が一層高くな
ります。例えば、フィットバグ訴訟では、裁判所は、「フィットビットは、フィットバ
グの訴訟遅延の期間に、事業を確立し、多くの製品の販売を行い、多くの人を
雇用し、製品を開発して、それら全てをよく知られたフィットビットの商標の下
で提供するために行った企業努力を詳細に説明する大量の証拠を提出した」
と言い渡した。これらの取り組みによって、フィットビットの製品が賞を獲得し

て、多くのメディアで報道されるようになったのです。今、仮
にフィットビットがフィットビットの名前を失うことになれ
ば、経済的損害は極めて重大なものとなるでしょう。

 原告が行ったことは; What the plaintiff did ：裁判所が
判断したように、フィットバグは、「フィットビットは、宣伝
に多額の資金を投入して、疑わしい侵害ブランドの事業
で商標の業務上の信用を獲得していったので、フィット
ビットの疑わしい侵害使用について十分に承知しつつ、
これらの投資が報われる時にのみ介入しようと待ちなが
ら、監視することが許される筈である」と考えていたので
す。それ故、裁判所は、フィットビットの怠慢罪についての
抗弁を立証しつつ、そのような遅延は、フィットバグのも
たもたした訴訟によってフィットビットに重大な被害を与
えると裁定したのです。

企業ができること What your company can do：知ったと
きに侵害の可能性を迅速に考慮し、もし訴訟を起こすな
ら競争相手の投資を無駄にするような責任を取らされる
ことを避けるために「待って、そして見る」というやり方を
採用しないで下さい。

出訴期限を知っておくこと Know thy limitations period

裁判所は、ある状態がもたらすような侵害、あるいは民
事上の不正行為のような別の種類の主張から、出訴期
限条項を基に原告の遅延が合理的かどうか判断するで
しょう。しかし、裁判所は、例え、類似制限条項に、まだ該
当していなくても怠慢罪が主張を退けるに値するに足り
ると、決定する場合があります。1892年に米国最高裁は、

「怠慢罪は、出訴期限のような単なる時間の問題ではな
く、主として、執行されるべきとする主張を認めることの
不公正さの問題であり、不公正は、財産あるいは当事者
の条件あるいは関係における何らかの変化から見いだ
されるものである」と述べています。 

フィットバグは、他の民事上の不正行為をカバーする出
訴期限条項に基づいて、訴訟に持ち込むまでに４年経っ
ていると計算して、出訴制限期間の開始時期を決定する
ために競争相手の販売開始時点を採用した。しかし、裁
判所は、類似訴訟に適用される状況をからして、どの規則

によるかに依存して、より短い出訴期限、３年または２年
を、適用できるとする判断をしたのです。更に、裁判所は、潜在

的侵害について、フィットバグが根拠とした販売が始まったとする日付の１年
前である原告が知った時から該当期間が始まった決定したので、フィットバグ
の主張にとっては、４年すら十分ではありませんでした。

怠慢罪について話をされたい方は、アイリーン・デブリースまでご連絡を下さ
い。EDeVries@Lackenbach.com
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特許の続き
More Patents 
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予約どうなってる！　
What Reservatoins!

　　 米国・国際特許部門  U. S.  and International Patent Departments

予約！ありませんよ!! 
NO RESERVATIONS FOR YOU!!

新しい製品を棚に並らべたり、サービスを始めたり、ある
いはインタネットにアップロードしたりする前に米国商標
出願を申請することによって自らの商標を保護できます。
しかし、商標の予約はできません。　ー　最終的に権利を
確実に手に入れるためには実際に製品に使用しなくては
なりません。 

「何年間もこれを行っています。」 “We have years to do 
this.” 　ー　商標法は使用意図（intent-to-use =　ITU）

出願を認めています。そして、商標出願が上手く行けば、商
標が許可されて通知を受け取った後、商標の製品やサービスを実際に上市が必要
となるまで、3年間を限度として猶予があります。しかし、実際に、本当に、商標を使
用する意図がなくてはなりません。「使用意図」および「善意の意図」のような条項
はIP専門の弁護士と前もって相談されることが役に立つでしょう。 
用意が整うように準備する。 Getting ready to get ready 　ー　ITU商標出願を提
出する場合、製品やサービスを上市するために自社が作業を行っていることを強く
主張していることになります。そして、仮に異議を申し立てられた場合、出願時点で
後日商標を使用する意図があったことを証明できなくてはなりません。このことは、
商標をビジネスで使用する自らの計画を示すために、研究を実施している、マーケ
ティング行っている、製造能力を整えている、といった実際に何かを実施しなくては
ならないことを意味しています。言い換えれば、商標を使用する意図をもたなくて
はならず、その使用権を単に予約することではありません。研究、開発、製造あるい
はマーケティングに関する進行中の提示可能な作業を示すこともできます。単に概
念である、あるいは書面化あるいはデザインのプロセス中のどちらかに因って、宣
伝されているがまだ購入できないといったベーバーウェアでも認定を得られるか
もしれません。 
IWATCHの場合 In the IWATCH case 　ー　商標使用の正真正銘の証拠がない
と裁判所は判断しました。結果、IWATCHの登録は拒絶されました。商標審判部

はSwatchの商標とIWATCHとの間に混同の可能性はないと判断したにもかか
わらず、裁判所は競争相手の腕時計の会社、Swatchに有利な判決を下していま
す。IWATCH商標を有する会社は、使用する意図を決してもたなかったことに同意
したので、裁判所は混同の可能性の問題に触れることはありませんでした。さら
に、IWATCH出願は、非現実的な商品の希望リスト、すなわち、腕時計、クロック、ケ
ース、時計用ハンド及びダイアル、時計バンドおよびストラップ、箱、留め金及びフォ
ブ（懐中時計用ポケット）といった記載について別の問題に直面したのです。そのよ
うな長いリストは、会社には、恐らくこれらの商品全てに商標を使用する意図が実
際にはなかったことを示唆するものだったのです。 
どのように法律は変わったのか。 How the law changed 
1988年以前、商標法は、商標登録資格を獲得するために出願申請時に、出願人が
商業取引で商標を使用していることを要求していました。議会は、「ITU」出願を可能
にするために商標法を変更し、出願人は、商標の使用する正真正銘の意図がある
ことを単に宣誓するだけでよくなったのです。しかし法律は、登録を実現するため
には、商標は「名目使用（token use）」ではもはや十分ではなく、通常の商取引で使
用されなくてはならないことを要求することになりました。1988年、議会報告は、「【
正真正銘】という言葉の使用は、該当する【名目使用】の除外を意味し、状況の具体
的視点を基にして、実際的で合法的な商業上の感覚でもって商標を最終的に使用
するための誠意の意図を要求するようになったのです。このことは、自社の意図は、

「実証できるものであって、単なる主観的考え以上のもの」でなくてはならないこと
を意味しています。さもなければ、著名な商標当局者が言っているように、「出願人
のオフィサーが後日、【はい、実際に、出願申請当時、将来のある時期に商標を使用
する意図を本当に意図していました」と宣誓証言することによって単純に解決され
る問題だと議会は意図していなかった】」ということです。商標審査官は、出願に際
して説明された意図を厳しく追求することはないでしょうが、自身の競争相手は、当
然、問題にするかもしれません。

キャサリン・キナード　
Catherine Kynard
学歴 

パラムスビジネススクー
ル準学士：ＵＳＰＴＯ
のパラリーガル認定、研
究、バイオテクノロジー・
シークセンス訓練認定

約20年前にラッケンバ
ック・シ ー ゲ ル に 入 所
する以前は、キャサリン

は、ベクトン・ディケンソンの知的財産部門で世界
中の商標ポｰﾄフォリオを担当していました。この経
験を基に、事務所創始者パートナーのパラリーガ
ルとして仕事を始め、以後、事務所の文書管理、化
学品、バイオテクノロジー並びに医薬品の知的財
産権の取得と管理を担当しています。キャサリン
は、USPTO、WIPO及びラッケンバックのクライエン
トが登録を希望しているほぼ60カ国の複数の国
際的政府機関の最新の特許規則のリビューを行
い、それに沿って、部門の弁護士及び国内外のクラ
イエントに注意を促しています。 

仕事を離れると、キャサリンは、アートとフィとネス
に愛情と熱意をもっています。ジャズ・ソサイティ
の現役メンバーで、ショーンバーグ・センターでロ
ーカルアート協議会をサポートしています。

アンナ・マリア・スアレス　

Ana Maria Suarez
学歴

レ ー マンカレッジ 準 学
士、秘書科学とパラリー
ガル研究修了認定

ラッケンバッック・シーゲ
ルの特許部門に入る前
は、アンナは、当地の多く
の大きな知的財産事務
所にパラリーガルとして

勤務し、幅広い大きなポートフォリオの国際文書
関連業務、同じく特許の取得と訴訟問題を担当し
ていました。この経験を基に、事務所のパートナー
の一人を補助し、国内外の特許関係のクライエン
トと事務所の間の直接的連絡業務を担当してい
ます。アンナは、また、事務所の数千の交付特許の
国際的特許執行と維持とともに、新しい国際特許
規則を平準化し、事務所の業務ガイドラインに取
り入れる作業を担当しています。彼女の熟練技能
によって、アンナは、しばしば出願についてクライ
エントと特許部門の連絡業務の補助を担っていま
す。 

アンナは、バイリンガルで、仕事を離れた時は、読
書やウェストチェスターの文化行事に参加してい
ます。

ジュディ・ハート　
Judy Hart

学歴 

クーインズ・コミュニティ
ー・カレッジ準学士、認定
パラリーガル

国際特許パラリーガルと
して、15年以上の経験を
有し、グローバル特許ポ
ートフォリオ出 願と維 持
を担当しています。権利の

取得、50カ国以上の特許要件に準拠したガイダン
ス、重要な特許問題、複数の司法管轄区における
執行業務に専門知識を有し、必要な訓練を受けて
います。自らの技能と経験によって、世界中のクラ
イエントとしばしば直接連絡を取っています。クラ
イエントは、出願と維持情報の更新状況について
ジュディーに信頼をおいています。さらに、ジュディ
ーは、通信と不動産関連の法律に関する経験の持
ち主でもあります。特許部門の他の所員と共に、譲
渡、企業合併、クライエントの企業構造の更新の記
録を扱っています。 個人的には、ハイキング、読書、
スクラブルゲームに情熱を燃やし、慈善事業を通
してコミュニティーを応援しています。



　 実験用マウスは全て人の利益のために膨大な
数の医学試験及び開発実験のベテランです。同時
に、普通の家ネズミは、
米国特許法が施行され
た１790年以降4500以
上のネズミ捕り特許の
主役でした。当に、ディ
ズニーや漫画トムとジ
ェリーでの人気イメー
ジにも関わらず、小さな
ネズミは最も被害を被
っていることは疑いも
ありません。 

  昔ながらのビクター
式スナップトラップの
単純性と1870年代から
の巧妙な顎式トラップ
のスタイリッシュなデ
ザインにも関わらず、
根絶へのイノベーショ
ンはネズミ対して止ま
ることはありませんで
した。U S P T Oは、毎日
一件以上の新しいネズミ
捕りのための特許出願を受理していると推測され
ています。これらの多くは拒絶され、40もの数の新
しいネズミ捕り関連特許が訴訟となっています。最
近の普通特許のネズミ捕りの一つは、米国特許第
9,003,691号は、リモートレシーバーを備えた捕獲
モジュールを電子的に作動させるものです。

  アメリカの随筆家、講演者、詩人ラルフ・ワルダ
ー・エマーソン（Ralph Walder Emerson）は、「より
良いネズミ捕りを造りましょう、そうすれば、世界中
の人が玄関に押し寄せてくることでしょう」と19世
紀の後半に提案しています。この文言は一世紀後
の現在でも、当に本当のことです。小さなネズミが
同伴者である限り、人類は自宅からネズミに照射
する新しい方法を導入し続けることになるでしょ
う。発明家は、ネズミに終焉をもたらすために機械
的、電子的、磁気的、化学的新機軸全ての形態を操
って来ています。一方で全体として、数十億ドルの
利益を生み出しています。 

 ペストコントロール産業機構（Structural Pest 
Control Industry （SPCI））は、米国におけるペス
ト産業への年間の合計支出は、2014年に75億ド
ル、2013年の72億ドルから3.5%増え、2012年の
68億ドルからはほぼ6%増です。全てのお金は目的

年間最優秀発明
INVENTIONS OF THE YEAR

マウスを哀れむ 
Pity the Mouse

ポピュラーサイエンス誌　ー　ニードルに代わ
る痛みのないデリバリ・パッチを表彰した。パ
ッチは、大きな表面積をもつナノ繊維中に形成
し、高密度のマットに繊維を織りつつ、皮膚か
ら水を吸出す（蜂の巣髪型の流行した時代のヘ
アースプレーに使用された）極めて吸水性の高
いポリビニルピロイドンを組み合わせるもので
す。パッチは、これまで可能であった分子よりも
250倍大きな分子をデリバリー（注入）できるも
のです。

ライブサイエンス（LiveScience）　ボーイングが
発明した爆発によって生じた衝撃波から兵士を
保護する覆いデバイスを表彰した。装甲被覆は
破片を止める一方、爆発によって生じた衝撃波
を遮蔽できません。デバイスは、対象物を曲げる
原因となる衝撃波の移動時のスピードを、爆発
力を弱めるように変化させる加熱イオン化され
た空気のベール（覆い）を用います。

カナダ放送会社は、視力20/20（1.0)が3倍良く
なる生体工学レンズを表彰した。オキュメトリッ
ク・バイオニック・レンズは、白内障手術と同じよ
うに痛みのない外科的手法によって8分間で外
科的に挿入するものです。

クールシングス（CoolThings）は、これまでで最
も強いレーザとして、大阪大学の科学者が発明
した300フィート（90メートル)レーザを表彰し
た。大阪大学のチームは、世界で消費されるエ
ネルギー全体の1000倍に相当する2ペタワット

（ゼロが15個）を含むレーザをピコセカンド（1
兆分の1秒間）生み出します。 

米国特許庁(USPTO)は、粗い平らでない地形
でも操作できる従来の車椅子よりも優れた3輪
の車椅子を表彰しました。MIT（マサチューセッ
ツ工科大学）の工学部大学院生が創造した、て
こを利用した自由椅子（Leveraged Freedom 
Chair）は標準的な自転車の部品から造られた
もので、壊れた舗装道路、土の道路、畑、岩地の
ようなところでプッシュレバー駆動を使うもの
です。 

欧州発明賞は、例えば、スマートフォーンがで仮
想財布として使用できるようにしたり、スマート
ホームのコントロール、安全領域へのアクセス、
あるいはインダストリー4.0アプリケーションの
ツールとしてのモーバイルデバイス間のデータ
転送のための非接触型安全技術を表彰した。

全ての本ニュースレターの記事とリストはwww.Lackenbach.comでご覧になれます。-　ページ11

小さなマウスほどに発明活動の主役になった動物は確かにいなかった。  
Surely no animal has been the focus of so much inventive effort as the humble  mouse.  
  
アンドリュー・ヤング　Andrew F. Young

のためで、ネズミ撲滅についてイノベーションに拍
車をかけ続けています。 

  しかし、ネズミ撲滅
の最善の努力にも
関わらず、研究室で
は 何 が 何でもマウ
スを必要としていま
す。ある報告によれ
ば、米国のラボで使
われる動物の95%
はマウスとラットと
見積もられ、2014年
には1億匹を超えて
います。自然選択あ
るいは人工的にどち
らか の 適 切 な 操 作
で、ほぼ全ての人の
病気の合理的な複
製である遺 伝 子を
持ったマウスを作る
ことができます。ア
ルツハイマー病、肥
満、糖尿病、多くのガ
ンにチーチー泣くこ
とも無く死んで行く

マウスの株は、疾病の研究と可能性のある治療法
の研究に使用されています。 

  マウス（ハツカネズミ）の遺伝子配列は、2002年
に完全にマッピングされ、以来、科学者は大規模
に遺伝子操作方法を飛躍的に開発し、全ての人類
の役に立てるための試験を行ってきています。

 

   当に、ドッグではなく、マウスは、投資という視点か
らは真に「人の最高の友人」であるかもしれません。
ある報告では、関節炎のマウスは250ドル、一方、
テンカンのマウスはその10倍の費用がかかる場合
があります。（特定の遺伝子が欠損している）「ノッ
クアウト｣マウスを特別注文するためには、ある報
告では、超高価なチーズ（あるいは金）の重さと比
べて、それらの価値すら超えるように、10万ドル以
上はするかもしれません。ありがたいことに、単に
3匹の盲目のマウスだけなら、250ドルですみます。

 

 USPTOの調査では、マウスの研究発明を伴っ
て、5100件以上の特許が扱われています。これま
で以上に人類は、マウスを必要としているように思
えます。

謝辞
Acknowledgement Zone

ロバート・ゴールデン　Robert B. Golden
非伝統的商標（色、音、動き、ホログラム、
位置マーク)に関連する日本でのセミナ

のキーノートスピーカーをつとめました。

アンドリュー・ヤング　Andrew F. Young
知的財産の資産価値の評価に関してクラ
イエントを助力するための広範な研修を

行った後、
Certified Patent Valuation Analyst 
(CPVA)として認定、表彰されました。



　外国商標部門　
Foreign Trademark Department

RO(ローズマリー)の観察 
(RO’s Observations)
ローズマリー・B・トファノ

By Rosemarie B. Tofano

CHINA　ー　地方の権利執行を知っておくこと 
中国の地方企業に商標侵害による損害賠償1500
万米ドルが認められ、認定侵害者は、米国の大企
業、ニューバランスです。広州（Guangzhou)中等人
民裁判所は、積極的に地元企業を保護していて、
訴訟は、賢明な逆転混同状況を表しています。登
録商標を有している地元企業は、世界的にも中国
でも良く知られているニューバランスによって市
場を抑えられていました。中国で、ニューバランス
は、当該地では、広告やソーシャルメディアで登録
されていた（地方企業）のものと同じ漢字を含む現
地の系列会社名を使用していました。裁判所は、大
きな損害を保証し、救済の一部としてウェブサイト
で修正広告を出すことも命令しています。現地裁
判所は、世界的に認知されているニューバランス
商標の代わりに音声的にも、視覚的にも、ニューバ
ランスの登録商標とは類似性のない現地系列会
社の名前をニューバランスが使用したことに不快
感をもったように思われます。損害は、侵害者が得
ていた利益の50%に相当するものです。長い間模
倣の国と見做されてきた中国は、侵害している支
配的米国企業に対して現地の小企業を権威をもっ

て保護してきています。

CANADA　ー　重大な変更が直ぐにも期待される 
直ぐに、遅くとも2016年の初めには、カナダの商標
法に関する変更が期待されています。商標弁護士
は強く反対していますが、新しい法律は、カナダが
国際条約の中のマドリッド条約に準拠することを
可能にするものです。マドリッド条約は92カ国で
批准されていますが、カナダの新法に関しては多
くの不利益を与えています。非加盟国ビジネスへ
の譲渡を禁止し、カナダの登録を5年以内に取り消
すことによって関連する外国登録を攻撃すること
を認めています。以前、議論したように、国内登録
は、取り消しには登録後3年間非使用であることを
必要とすることを考慮して、優先権を評価する商標
弁護士に対して困難さを生み出してきた使用をも
はや要求してはいません。新法で、注目すべきは、
商品とサービスについてニース国際分類に従うこ
とをカナダに求めていることです。さらに、この司
法管轄区では、新しい概念である各分類に関連し
た手数料を定めています。多くの人は、新法の施行
時、審査中の出願は該当する分類手数料を避ける
ようになると考えています。更により大きなことは、
期間への影響であって、現行15年に代わって10年
になります。同様に、更新は10年毎になるでしょう。
新しいグローバルな傾向に準じてカナダもニオ
イ、音、ホログラム、動き商標のような非伝統的商
標を認めることになります。しかしながら、米国と

同様に、登録可能な原産地として、識別的であるこ
とを証明する必要があります。

MEXICO　ー　珍しい異議申し立て法案 
国の商標法を、グローバル・スタンダードとより一
致させるために、この司法管轄区における異議申
し立てに関する法案が審議されています、しかし、
大部分の国における通常の異議申し立て手続きと
は異なり、本システムは、本質的に第三者観察手続
きです。提案によれば、全ての出願商標は出願後
直ちに公開され、一月以内に、拒絶の絶対性ある
いは法令上の根拠を基に異議申し立て書類を提
出できます。しかし、一旦出願されれば、異議申立
人は、手続きには関係せず、そして手続は、中止さ
れることなくスケジュールに従って続けられます。
出願人は、法的弁論及び証拠を含めた反論書を
提出する権利があります。異議申し立てと対応する
出願人の弁論は審査官によって考慮されますが、
審査官の審査の決定を拘束するものではありませ
ん。審査官が出願を許可するか拒絶するかについ
ては、何れの場合も、出願人と異議申し立て人に通
知されます。異議申し立て申請と出願人の対応は、
提案では単なる助言的性質のものであると思わ
れ、現地の弁護士は、異議申し立てが審査官にほ
とんど影響しないことを懸念しています。異議申し

立てシステムは現在評価中、論争中ですが、商標

庁は、2016年の初めからほとんどの手数料を7%上

げると発表しています。
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MORROCO　ー　新しい商標法は、絶対的根拠に基
づく本質的な審査に従い、新しい異議申し立てシステ
ムの履行、出願プロセスを劇的に変更しています。新
しい条項は、全般的にグローバルスタンダードに国の
法律を調和させ、現地のビジネスにおいて商標を保
護することに新しな興味を引き付けています。偽造品
と戦うために、法律によって、税関は、国に入ってくる
だけでなく、通過商品と同様、輸出品についても疑わ
しい侵害商品のブロックを許可しています。従って、モ
ロッコは、商標権への認識を高め、目に余る偽造品に
たいして執行するための効果的な手順を提供してい
ます。

KOREA　ー　インタネット・ショッピングの利用拡大
は、最近の出願申請数に指数関数的な影響を与えて
います。2014年に登録された10,500件に比べて2015
年の前半で75,000件以上の商標が登録されていま
す。インタネット・ショッピングを提供する小売ビジネ
スの急激な増加は、商標登録に前代未聞の注目を集
める原因となっています。韓国は欧米と自由貿易協定
を締結し、国際貿易をエスカレートさせていて、アリバ
バやアマゾンのような大手インタネット（オンライン）
小売業者は、韓国の商人が直接海外で販売する手助
けになっていて、それ故に商標保護の必要性が生まれ
ています。

JAPAN　ー　2015年4月現在、非伝統的商標の出願
を提出することができ、この司法管轄区では、色、音、
動き、ホログラムと位置商標として記述するものです。
欧米では非言語的商標を時には認めていますので、

商標法の修正は長い間期待されていて、国内のメー
カーに歓迎され、日本企業はそのような新しい出願
申請におおいに興味を抱いています。さらに、日本の
司法管轄区は、最近、国際デザイン保護に対するハー
グ・システムに加入しており、それ故、保護製品が一層
普及し、おそらく非伝統的原産地識別子の使用が増大
することになるでしょう。

EUROPEAN UNION　－　OHIMは、4-5ヶ月以内に該
当する商標の公開を可能にする新しい「ファーストラ
ック(迅速）」システムを導入します。承認されたリスト
から選択した商品の特定を出願人が行うこの手続き
には追加の手数料もかからず、国内調査も要求され
ない場合があります。取得可能な商標には、ディスク
レーマーは含まれず、言葉、デザイン、３－D及び音の
商標が含まれます。迅速な公開には価値がある一方、
通常は詳細且つ具体的な商品・サービスの具体的特
定を含んでいる米国商標の優先権が主張される場合
には問題があるかもしれません。米国にも同じような
前もって承認された商品・サービスの特定を伴った出
願手続きがありますが、恐らくは、出願は、OHIMに受
け入れ可能と判断されるような過度に詳細な商品の
特定を含めることになるでしょう。

EGYPT　ー　2015年9月現在、この司法管轄区は、偽
造品だけでなく期限切れ商品からも消費者を保護す
る目的として自ら責任ある新しい決断（initiative)を行
いました。オンラインシステムから、消費者が、真正か
どうかを決定し、期限切れでないかを確認するため
に、製品情報へのアクセスを可能にするものです。法
制定が新しい商標法にあり、一年の懲役又は6,500米
ドルの懲罰を課すことによって、偽造品に関連して、厳
密な準拠を要求するもとなっています。

INDIA　ー　商標法の修正によって、更新とマドリッ
ド・エクステンションと併せて出願提出の公定手数料
が2倍になりました。しかし、電子出願すれば、10%の
割引が得られます。改正法では、よく知られた商標は、
登録機関の評価と決定に委ねられることを認めるこ
とになるでしょう。使用意図出願を除いて、全ての新
しい商標出願の提出は、出願で引用された全ての商
品に関連して使用が明確にされ、出願には、証明書類
に適合した使用を証言する宣誓説明書を伴っていな
くてはなりません。注目すべきは、出願人は異議申し
立ての受領通知を受け取った時、直ちに反論書を提

出でき、当事者は、現行の手続きとは逆に、お互いに

作業することが要求されるということで、異議申し立て

案件は極めて迅速に処理されることになるでしょう。改

正規則案に関しては、何ら具体的な評価時間は言及さ

れていませんが、新しい改正は、まとめ上げられてか

ら、2016年の半ばには実施されるでしょう。

国際商標について更に情報をご希望される方は、下記にEメールを

お願いします。Rosemarie B. Tofano, RTofano@Lackenbach.com
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