
完璧な宣伝広告
 内容とタイミングをコントロールしている広告で、

（消費者は、製品に関して良いことを言うためにギャラ
を貰っていること知っている）セレブに高額
な支払いを行うことなく、ブロッガーの意見と
製品を売るために人気のある「影響力のある
人＝インフルエンサー」の意見によって、消費
者が、それが広告であることを知らせないま
ま、消費者の信用を得ることができる。 
 こんなシナリオがまゆつばだと思うな
ら、Federal Trade Commission （連邦取引
委員会）　“FTC”)との同意審決にサインした
Lord & Taylor　（L&T、ロードアンドテイラ
ー(デパート））社に聞いてみると良い。FTCの
L&T社に対する訴状によれば、L&T社は推薦
と引き換えに、ドレスの提供と数千ドルの支
払いをしていることを公にしないまま、L&Ｔ
社のニューコレクションのドレスを着た自ら
の写真をソーシャルメディアに投稿する50名
のオンライン・ファッションインフルエンサー
に支払いを行った。さらに、L&Tは、記事が実
際には同社の新しい服装コレクションのため
の有料広告であることを示すことなく、また、オンライン
出版Nylon （ナイロン）に、一見客観的に思える「ニュー
ス」記事を掲載したり、ナイロンソーシャルメディアポス
トを作ることによって消費者を欺こうとした、と申し立て
た。

広告です、と言わなくてならない 。
 FTCは、「ファッションインフルエンサー」（ブロッガ

ー）は公平で客観的であって、ファッションラインについ
て独立した判断を下している、と事実を歪曲して伝えて
いると主張し、L&T社に対する訴状を提出した時、多くの

ブランドの所有者は、自分の会社にも斧が振
り下ろされるかもしれないと、感じて震撼した
かもしれない。 
案の定、今年（2017年）初め、FTCは90のマー
ケッターと「インフルエンサー」、製品やサービ
スを推薦する個人あるいは団体にFTC裏書（
推薦）ガイドライン（Endorsement Guides）を
明確にするためのレターを送付した。この「取
り締まり」において、FTCは、マーケッターと推
薦者・インフルエンサー、多くはセレブ（著名
人）自身に書状を送った。

FTCは、以下のように説明をしている。 
♦もし、推薦者と製品のマーケッターとの間に

「物質的関係」、消費者が与える推薦の重みと
信用に影響を与える関係は、推薦を含む関係
の前後関係から既に明確でない限り、明確に、
目立つように示されるべきである。 
♦物質的関係とは、ビジネスあるいは家族関

係、金銭の支払いあるいは推薦者への無償商品提供が
考えられる。 
♦ マーケッターと推薦者のための推薦ガイドライン 
 FTCは、幾つかの点を説明している。　　
もし推薦者とマーケッターとの間に物質的関係がある
場合、そのような関係は明確に、目立つように推薦の内
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誘導組み立てシステム 

摺動的に脱着可能な第一中間冷却器を通
して、共通の境界受領プレナム、および第一
冷却を提供し、続いて、境界プレナム内およ
び流動体伝達内で第二冷却を提供する一
対の第二側中間冷却器に、圧搾空気を放

出するように機能するローター及びギア組
立品を有するスーパーチャージャーを入れ
るモノリシックな連続式単一の成形品を含
むスーパーチャージ式V型内燃エンジンの
誘導システム。第一および第二中間冷却器
は、軽量のモノリシック筐体内に固定され、

同様に外部空気を冷却可能である。
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米国の商標登録は2016年には227,407件に達し、2015年から9%増
であった。最初の審査までの期間は平均3ヶ月であり、商標を獲得するまでは平
均12ヶ月かかっている。商標庁による品質基準に一致する最初のオフィスアクショ
ンの割合は95%であり、最終オフィスアクションでは97%である。商標出願の82%
は電子出願である。全米50州では、2016年財政年度、カリフォルニア州が商標登録
を最も多く受け（35,578件）ている。外国からの出願では、2016年財政年度、中国が
商標登録を最も多く受け（10,582件）ている。また、2016年、特許出願全体的には増
加しているが、商標の範囲よりは小さい。 
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容自体に示されていなくてはならない。 
♦開示が「明確」で、「目立つ」ものであることを確かなも
のとするために、推薦者とマーケッターは、明確な言葉
を用いて、開示を目立つものにしなくてはならない。探
さなくても、消費者が、開示に容易に気付き得るもので
なくてはならない。例えば、典型的な場合、消費者は携帯
で、ソーシャルメディアの流れの中でポストされたもの
を見ている時、「もっと見る」をクリックしないが限り、多く
の消費者は最初のたった3行をみるだけで「もっと見る」
をクリックすることはない。それ故、マーケッターと推 薦
者は、物質的関係を「もっと見る」ボタンの上方に開示す
るようにしなくてはならない。そして複数のリンク、ハッシ
ュタグ、あるいはタグ、特に長いポストの最後の方では多
くのリーダーは単にスキップするだけである。 
♦L&TのFTC同意審決では、有料広告が独立したソース
から、あるいは支払いを受けている推薦者が独立したソ
ースあるいは通常の消費者であるかのように振る舞う、
といった事実を歪曲することを、会社は禁止されている。
会社は、同様に、推薦との引き換えに補償を支払った場
合には、推薦者自身が明確にそのことを開示しているか
どうかを確認することが求められている。 

FTC対Lord & Taylor（ロードアンドテイラー）で何が起き
たのか？ 
 FTCの訴状によれば、L&Tに対する当局の訴状は
以下の事実に基づいている。 
 L&Tは新しいファッションコレクションのための
販促キャンペーンを始めた。「製品爆弾」として知られて
いるキャンペーンのソーシアルメディアにおける形態
は、L&Tブランドのブログ掲載、写真、動画投稿、オンラ
インファッション雑誌の本来の広告記事、「ファッション
スタイル、ソーシャルメディアプラットフォームにおける
フォロワーの拡大ベースにために募集したファッション
推薦者のチームの使用」を含めていた。全ては、単一の
服装に関する記事、「Design Lab Paisley Asymmetrical 
Dress」（デザインラボ、ペーズリー非対称ドレス）に焦点
を合わせたものであった。FTCは、50のファッションイン
フルエンサーは、千ドルから4千ドルの褒賞とドレスを
受け取った。 次に、各ファッションインフルエンサーは、
決められた期間、ペーズリードレスを着た自身の写真を
指定されたソーシャルメディアのプラットフォームに投
稿した。L&Tとインフルエンサーとの契約には、各インフ
ルエンサーは、会社「@ lordandtaylor」、キャンペーンハ
ッシュタグ「#DesignLab」を記載し、「@lordandtaylor」指
定を使いドレスの写真をタグするように指示されてい
た。 
 FTCによれば、契約書が要求もせず、触れてもいな
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推薦指針はソーシアルメディアに適用されますか？
 はい。数十年（例えば、テレビ、雑誌）使用されている、あるいは、比較的新しい（例えば、ブログ、ソーシアルメデ
ィア）メディアのいずれであっても、広告が真実であることは全てのメディアにおいて重要です。

ブロッガーが商品を大げさにを褒めちぎったり、商品を買うためにブロッガーサイトをクリックするとブロガーがコミ
ッションを得るだろうことは常識ではありませんか？
 いいえ。あるブロッガーは自己のポストで商品のことについて述べていても、該当商品のマーケッターとは関
係がなく、該当するリビューために何かを受け取ったり、コミッションを得ている訳ではありません。信じるが故に
読者に商品を単に薦めているのです。さらに、あるブロッガーと広告主との間に財政的な取り決めがあることは業
界では明白ですが、特別なブログを読んでいる誰にとってもということではありません。法律上、著しく少人数」の
消費者を欺くならば、行為や実施は欺瞞的となります。ある読者はそのような取引を知っているとしても、多くの読
者は知りません。それ故に開示が重要なのです。

指針はどのような法的根拠に基づいているのですか？
 推薦者が広告主のために行動しているのであれば、掲載している内容は常にコマーシャルスピーチで、コマー
シャルスピーチが欺瞞的であれば、FTC法違反となります。FTCは、一般的に欺瞞的広告を禁止しているFTC法5条
に基づき調査を行い、推薦を含めて訴訟を起こします。

開示をするために使用すべき特別な言葉はありますか？
 いいえ。ポイントは、読者に本質的な情報を提供することにあります。簡単な開示「会社Xは、私に、試供品とし
てこの商品提供しています。」というのは通常効果的です。

 指針は、推薦を含むいろいろなマーケティング行動に関してFCTがどう考えているか、第5条がこれらにどのよ
うに適用されるかなどについての見識を与えることを意図しています。指針自体には法的強制力はありません。し
かし、行動が指針と不整合なものであれば、FTC法違反に対する法執行処分の対象となります。FTC法違反に対す
る罰金はありませんが、法執行処分は、訴訟では、いろいろな違反から受けとった金銭を放棄することを被告人に
要求する命令ともなり得ます。

ツイッターのようなプラットフォームではどうでしょうか？メッセージが140字に制限されている場合の開示はどうす
れば良いのでしょうか？ 
 FTCは、開示についての具体的な使用する言葉は要求していません。しかし、人々がスポンサー付きのメッセー
ジを評価するために必要な情報を得るための一般的な原則は、広告媒体に関係なく、全面的に適用されます。言
葉、「Sponsored (スポンサー付き）」「Promotion (販促)」は9文字です。「Paid]はたった7文字です。「Ad：」「#ad]でツ
イートを始めれば、たった3文字で、恐らく有効でしょう。

素晴らしい会社で働いています。自分のソーシャルネットワークで人々に自社の商品のことを述べることができます
か？サイトのリビューはどうでしょうか？私がこの会社で働いていることは私のオンラインプロファイルで明確ですの
で、友人たちが欺かれることはないでしょう。
 まず、商品を推薦することは、自社の商品について話すためにソーシャルメディアの書式を用いる前に会社の
ポリシーに準拠しているか雇用主に確認することです。会社が従業員が会社の商品についてソーシャルメディア
を使うことを認めているならば、会社または会社の商品について社員のオンラインにポスティングを読む人に関
係を開示されているかどうか確認する必要があります。読み手の立場になってみてください。誰かの推薦に依る前
に雇用関係について何かを知りたのではないでしょうか。自身のプロファイルについて雇用者に確認するだけで
は十分ではありません。結局、単に、リビューサイトで、自身がポストしたものを見る人は、情報を得ようとはしない
でしょうか。

熱心なソーシャルメディア使用者で、ブランドのためのオンラインキャンペーンに関わってしばしば報酬を得ていま
す。有料キャンペーンの一環として特別なビジネス、商品、ウェブサイトあるいはサービスのファンであることを示すた
めに、「Like　（いいね）」ボタンをクリックしたり、写真にピンを張ったり、リンクを共有することはOKなのでしょうか?
 スポンサー付きのブランドキャンペーンの一環として会社の商品やサービスを推薦ためにこのような機能を
使う場合、おそらくは開示が必要です。あるプラットホーム、フェイスブックの「Like」ボタンのようなものは、開示す
ることを認めていないことを認識しています。広告主は、明確で明白な開示を許していない機能を使って推薦をす
ることを推奨するべきではありません。しかしながら、現時点では、ビジネスを後援すると決めた場合に、平凡なソ
ーシャルネットワーク使用者がどの程度「Like」を入力しているのか把握していないので、「Like」を与えるている人
が褒賞を受け取ったことを開示していなくても問題とはならないかもしれません。

完全な開示にリンクしているボタン、「開示」「合法（LEGAL)」あるいはその類のものは十分でしょうか？
 いいえ。ハイパーリンクはおそらく十分ではありません。リンク先の情報の重要性、本質、妥当性を伝えておら
ず、恐らく、多くの消費者はリンクをクリックしないでしょう。それ故、必要な開示を見逃すことになります。当該の開
示は簡潔でも良いので、ハイパーリンクで隠す理由はありません。

FTCによくある質問　FTC's Frequently Asked Questions
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いことは、「インフルエンサーがL&Tから補償を受けてい
る」ことのポストでの開示であった。また、FTCは、参照に
関して、L&Tとデザインラボキャンペーンの要求に沿っ
たものであることを確認し、同様に、 インフルエンサー
のポスト原稿を編集し、各インフルエンサーに対して事
前承認を行っていた。 
 FTCによれば、キャンペーンは、1100万人のソーシ
ャルメディアの個人利用者が見て、30万人以上が、「好き
＝いいね」、コメント、あるいはリポストを通じて、ブラン
ドと「結びつき」、ペイズリードレスは完売された。さら
に、FTCは、キャンペーンは、自己のソーシャルメディア
アカウント上のペイズリードレスの写真をポストしてい
たNylonを含むオンラインファッション雑誌中にL&Tによ
って編集されたポストと記事を掲載することを含めてい
た。該当するポストには、L&Tがポスティングのために支
払っていることが開示されていなかった。 
L&Tは、実際に広告キャンペーンの一環であった時に、
ポスター（投稿者）が広告主から支払われていたポステ
ィング・写真・キャプションにも関わらず、「公平なファッ
ションインフルエンサーの独立した意見」であると消費
者に説明していた、とFTCは告発した。これは、Nylonの
記事として扱われ、偽りであり、誤解を与え、欺瞞行為で
あるとも、FTCは述べている。 

FTCとは？ 
 連邦取引委員会　（FTC. The　Federal　Trade 
Commission）は連邦政府機関であり、1914年の連邦取
引法（Federal Trade Commission Act） とその後の修正
法に基づき、消費者保護の促進と強制的独占を含む非
競争的ビジネスの排除と防止に当たっている。そのよう
なミッションを実施するために、ガイドラインを発行し、
その一つが、2009年に更新された「広告における推薦と
証明の仕様に関する指針（Guides Concerning the Use 
of Endorsements and Testimonials in Advertising）」で
ある。 
 FTCは、消費者を欺くマーケッターに対して訴訟を
起こし、他の政府機関、ビジネス、消費者グループ、共同
体組織とのワークショップを含む教育啓発活動のスポン
サーでもあり、消費者に影響を与える市場動向分析報告
なども発行している。 

消費者を考える　　
取り締まりに対する取り掛かりは、部分的には少なから
ず、パブリックシチズン（Public Citizen) 紙を含む消費
者擁護団体からのレターに基づいている。レターにおい
て、パブリックシチズンは、消費者に誤解を与えるため
のソーシャルメディアがセレブと、他の「インフルエンサ
ー」が推薦を行うことを許していること、をFTCと広告主・
推薦者の双方に通告する。

FTCの成りすまし（仮装）広告に関するポリシーは十分
なものであって、最近の執行指針において繰り返し表明
されてはいるが、ソーシャルメディアの開発ペースに当
局の対応が取れていないことに深く憂慮されている。結
果、消費者、特に若い消費者が広範に欺かれていること
に繋がっている。明確なFTCのポリシーに違反する行為
は、多くの広告主とインフルエンサーによって日常的な
違反に該当する好ましくないものであると、この点を考
慮するようにソーシャルメディアは進化している。広告
主はしばしば、ソーシャルメディアでは、有料推薦は蔓延
していると主張しているが、特に若い消費者の間で、こ
のような主張を支持する何らの証拠もない。FTC執行決
断の重要な点は、広告主が策略と欺瞞から消費者を保
護するために設計されているFTC規則に準拠すること、
を確実なものにするための積極的なステップをとるべく
ソーシャルメディアに重心を移すことである。 

ソーシャルネットワーキングが介入する　　
FTCの指針や執行に言及するまでもなく、ソーシャルネ
ットワーキングサイトはポストのための「有料パートナ
ーシップ」タグのような仕組みを導入している。例えば、
インスタグラムのウェブサイトでは、今後、新しい「有料
パートナーシップと共に」タグをポストと話題の中で見
ることになる。この特徴は、クリエーターがビジネスとの
パートナーシップの基で働く場合、フォロワーとより明確
に通信をすることで役立つことになる。例えば、インスタ
グラムは車の前で「インフルエンサー」が立っているス
クリーンショットの公開している写真の上には、「volvo-
causaの有料パートナーシップ」という言葉がある。
 同様にフェイスブックには、最新の見出し、「フェイ
スブック上のブランド化コンテンツ：最新のポリシーと
新しいツール」がある。
 クリエーター・パブリッシャーとビジネスパートナ
ーとの間で対価の交換がブランドの付いた内容のポス
トにはある旨を、閲覧していいる人が理解できるように
プラットフォーム上にブランド化内容にタグ「with (と共
に)]、メタデータ中に「Paid]ラベルを付ける。ページ上の
表現用語と広告ポリシーは現在、フェイスブック上では、
ブランドの付いたコンテンツを掲載できるが、ポストが
ブランドの付いたコンテンツであることを明確にするた
めにポスト中にマーケッターにタグを付けることをパブ
リッシャーとインフルエンサーに要求している。それにう
よって、例えば、ジュースブランドはフェースブックのポス
ト中で育児ブロガーが当該ブランドあるいは製品につ
いて記載することができ、自動車メーカーとスポーツネ
ットワークは車についてスポーツ愛好者を目標にした
協働ポストを創ることもできる。 
 

2 0 16 年 、米 国 特 許 出 願 総 数 は 再 び 増 加して
いる。暫定総数は、 650,411件で、2015年の
618,062件から 5.2%増であり、再びこれまでで
最高を記録している。650,411件の特許出願件数
の内、用途特許は607,753件である。2016年の
交付件数は、 303,051件と2015年から1.5%増
である。デザイン特許と植物特許はそれぞれ11%
と15%増である。再交付特許は2015年に比べて
16.8%減である。 

2016年の用途特許の内、2.16% (23,155件) は
ミクロ事業体、19.24% (116,932件）は小規模事
業体、78.6% (511,223件)は大規模事業体に交
付されている。米国内では、再びカリフォルニア
州に最も多くの特許（45,175件）が2016年に交
付されている。外国では、日本に最も多くの特許
（53,046件）が2016年に交付されている。2016
年、発明の特許性が決定されるまで要した出願
からの平均月数は14.9 ヶ月である。 

特許取得までにかかる平均月数は25.4ヶ月であ
る。バイオテクノロジーと有機 化学関連出願で
は、最初のオフィスアクションまで平均12.9ヶ月
待ち、未決平均期間は24.9ヶ月である。輸送、建
設、農業、Eコマース（ビジネス方法）関連出願で
は、最初のオフィスアクションまで平均16.6ヶ月
待ち、未決平均期間は25.3ヶ月である。機械工
業製品関連出願では、最初のオフィスアクション
まで平均19.2ヶ月待ち、未決平均期間は30.0ヶ
月である。

2016年の特許と特許出願の番号の範囲は以下
の通りである。2016年に交付された最初の用途
特許番号は、9,226,437で、最後は、9,532,495
である。2016年に交付された最初のデザイン特
許番号は、D746,541で、最後は、D775,449であ
る。ポスト審査パイロットプログラム（P3)は次の
ような結果である。決定件数995件中ｍ、最終拒
絶維持が601件（60.4%）、184件（18.5%）が審
査再開、210件（21.1%）が許可されている。 

特許協力条約（PCT：Patent Cooperation 
Treaty）に基づく出願は、2016年は7.3%増加の
233,000件である。米国が再びリードして、出願
件数の24.3%、件数では、56,595件であり、前
年の米国出願数より0.9%少ない。PCT出願、他
の上位10ヶ国に入っているのは：日本 19.4%; 中
国18.5%; ドイツ 7.9%; 韓国 6.7%; フランス 
3.5%; 英国　2.4%;オランダ2.0%;であり、中国
が44.7%と大きくPCT出願件数を増加させてい
る。出願人のトップ３は、ZTEコーポレーション
で4,123件PCT出願数は前年から91.3%増、続い
て、Huawai テクノロジー、Qualcommが続いて
いる。 

１ページからのつづき
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事務所の代表マネージング・パートナーとして、約20年間、事務所の変革を責任者として行ってきました。35年以上
前に、ラッケンバック・シーゲル（ラッケンバック）で特許弁護士としての活動を始め、その後商標、訴訟部門に移り、
デザイナーブランドの侵害と海賊行為関係業務を強化しました。自らは、IP分野では最大の出版社レキシスネキシス

（LexisNexis）と4つの出版物に関して執筆契約を交わしていることを誇りとして、さらにTOY BOOKの法律コラムニ
ストであり、これまで10年以上、毎年全米上位10人の商標申請者の一人としてランク付けされています。

ハワード・アロンソン  Howard N. Aronson
HAronson@Lackenbach.com

事務所マネージメント部門、商標部門
米国と国際商標ポートフォリオ管理とカウンセリング；訴訟；ライセンシング、知的財産カウンセリング

特許部門のヘッドとして、特許手続き、戦略、IPポートフォリオ、マネージメント、訴訟に20年以上に渡って特許部門の
監督の一義的責任を担っています。ライセンシング・特許有効性ならびに侵害の問題・国際特許手続き・執行ならび
にライセンシング、さらに連邦裁判所における訴訟・控訴など多くのIP分野に関連して、クライアントにカウンセリン
グと助言を行ってきました。現在まで、ロシアでIP関連トピックの講義を幅広く行い、米国、英国、フランスにおいても
多くの特許関連訴訟を扱ってきました。

マイロン・グリーンスパン　 Myron Greenspan
MGreenspan@Lackenbach.com

特許部門
米国/国際特許作成・出願と手続処理、訴訟、知的財産カウンセリング 

国際商標部門ヘッドとして、知的財産分野で25年以上の経験を有し、国際商標ポートフォリオの開発と維持に関して
あらゆる面からクライアントに助言を行っています。国際商標調査とその使用可能性に関してだけでなく、全世界的
視点からブランドの成長と保護のための戦略についてクライアントに助言を行っていますが、200を超える世界中の
商標司法管轄区における裁判活動と同様に、国際商標権の執行し、世界中でのブランドの成長と保護についての戦
略を立てています。

ローズマリー・トファノ　 Rosemarie B. Tofano
RTofano@Lackenbach.com

商標部門
国際商標出願・手続き・維持・執行、国際商標ポートフォリオ管理・カウンセリング
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ロブ・ゴールデンは、事務所の訴訟・ライセンス業務部門のヘッドとして、幅広分野のクライアントのために、商標・トレ
ードドレス・企業秘密・特許・著作権・肖像権・ドメイン名などに関連する訴訟業務を扱っています。現在まで連邦地方裁
判所における陪審・非陪審裁判、仲裁・調停、数多くの連邦高等裁判所控訴審裁判などで訴訟実績を上げています。特
に、損害問題とトレードドレス関連で専門的力量を発揮しています。.

ロバート・ゴールデン　 Robert B. Golden
RGolden@Lackenbach.com

商標部門
国際商標出願・手続き・維持・執行、国際商標ポートフォリオ管理・カウンセリング

産業界のパートナー　Your Partners To Industry産業界のパートナー　Your Partners To Industry



生物医学・薬学・情報技術・機械技術などの様々な分野における特許取得からその商業化、米国ならびに諸外国につい
ての幅広い知識と経験を基にビジネスと技術に関する広い分野の業界のクライアントの代理人を数十年に亘って務め
ています。 法律関連の広い知識と卓越した能力は、一般にも良く知られ、多くのフォーラムなどで特許関連問題につい
ての講義を行ってきました。注目に値することとしては、中国が特許法を制定した後に、中国政府から特許の原則と実
施に関する講義のために招聘されたことが挙げられます。

マービン・フェルドマン　 Marvin Feldman
MFeldman@Lackenbach.com

特許部門
米国および国際特許作成・出願と手続処理、知的財産カウンセリング

米国商標部のヘッドとして、全ての米国商標出願・手続き・維持関連業務に責任者として対応しています。   
40年以上、商標弁護士として活躍し、これまで、プロクター・アンド・ギャンブル、ペプシコ、ブリストル・マイヤーズ・ス
クイブの社内弁護士を務めた経験をもっています。一方、商標に関する多くの著作があり、商標裁判関連について米
国と欧州の会議で講演をしています。

ナンシー・チャップマン　 Nancy D. Chapman
NChapman@Lackenbach.com

商標部門
米国商標出願・手続処理および維持、米国商標ポートフォリオ管理およびカウンセリング

訴訟・ライセンシング部に所属し、著作権部門のチェアーとして、事務所の著作権問題を統括し、著作権庁に登録を
拒否された複雑な拒絶審判もいくつか扱った経験を有しています。連邦裁判所で、多くの著作権訴訟を担当し、ま
た、事務所が関係する商標・トレードドレス・企業秘密訴訟・特許訴訟を連邦や全米の州で提起する、一方、USPTO審
判部の仲裁パネルにも関わっています。

ジェフリー・ローリングス 　Jeffrey Rollings
JRollings@Lackenbach.com

著作権部門・訴訟部門
著作権出願および手続処理、米国連邦裁判所・商標庁訴訟、ライセンシング、知的財産カウンセリング
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商標検索部門のヘッドとして、米国市場向けのブランド名・音マーク・デザインなどの新しい商標の採用・保護を求める
クライアントのための助言とカウンセリングに責任をもっています。商標権を確保するための「最初」の段階である指針
提供と正式な法的鑑定を行っています。クライアントは、法的な「適正評価」の要求事項を満足させ、侵害のリスクの回
避あるいは最小化を願っていることを十分に理解しています。自ら監督をして検索部門では、さらに、内包的解釈につい
ても評価を行っています。

ジョフリー・ランドウ　 Geoffrey I. Landau
GLandau@Lackenbach.com

商標部門
米国商標検索・クリアランスおよび鑑定、商標およびブランドの確立カウンセリング 

産業界のパートナー　Your Partners To Industry産業界のパートナー　Your Partners To Industry



広告宣伝部門のヘッドとして、スイープステーク（くじ）・コンテスト・クーポン・景品などの広告宣伝・カタログ・販促資料
に関してクライアントへのカウンセリングとリビューに責任を担っています。 
訴訟部にも籍をおき、全米の訴訟、USPTOの審判部での活動の活動の他、商標・著作権・商取引・ライセンシングに関す
るカウンセリングを行っています。

キャシー・ショア　 Cathy E. Shore - Sirotin
CShore@Lackenbach.com

広告宣伝部門・訴訟部門
宣伝広告、ラベリング、スイープステークのリビューおよびカウンセリング、米国連邦裁判所・商標庁訴訟

上級特許弁護士、ヤング弁護士は特許取得・国内外のクライアントの開拓・マネージメントおよび執行に関し事務所の
クライアントに代理人として一義的な役割と責任を担っています。知的財産のライセンシング・機密管理・特許鑑定・特
許ポートフォリオ管理・技術保護などの分野で豊富な経験と実績をもち、いろいろな業界のクライアントの代理人を務
めています。起業の初期から公募などの資金調達を通して、SME（中小規模の企業）の成長などクライアントの支援を行
っています。

アンドリュー・ヤング　 Andrew F. Young
AYoung@Lackenbach.com

特許部門
グローバルベースでの特許作成、出願および手続処理、企業買収および防護、ＩＰカウンセリング、クリアランス
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商標・検索・訴訟部門企業の知的財産ポートフォリオ・知的財産権保護・連邦商標登録使用に関係するカウンセリ
ングを行っています。 商標検索部門で、訴訟経験から、抵触する可能性を回避し、効果的に商標を宣伝し、育てるため
にマークを選択・採用する際の問題点を特定しています。訴訟部門で、連邦地方裁判所及び米国商標庁審判部に対し
て、商標・企業秘密・特許・著作権・トレードドレスに関係するチームともに訴訟関連業務を遂行しています。

アイリーン・デブリース Eileen C. DeVries
EDevries@Lackenbach.com

商標部門・訴訟部門
商標カウンセリング、米国連邦裁判所・商標庁訴訟、米国商標検索およびクリアランス

リンジー・レーボヴィッツ　Lindsey S. Leibowitz 
LLeibowitz@Lackenbach.com 

商標部門 
米国商標出願・審査対応・維持；米国商標調査・クリアランス；米国商標ポートフォリオ管理 

約20年の経験を有する商標部門のメンバーとして、レーボヴィッツ弁護士は、商標に関連する事項に関してクライエン
トに助言を行い、その代理人を務めています。弁護士の経験は、米国特許商標庁における審査・訴訟における評価、商
標クリアランス、商標審査を含めた商標全般をカバーしています。また、レーボヴィッツ女史は、知的財産に関して企業
家、起業家あるいは個人事業体を支援に上で役立つ幅広い経験を有しています。 



ジーナ・カンセラロ　 
Gina Cancellaro
GCancellaro@Lackenbach.com
商標部門パラリーガル
国際商標商標出願、更新、使用
証拠処理、手続き、維持、異議
申立取消、指針と指示の作成
に加えて、関連する文書と譲渡
書などの手続き担当

ジル・ワイス　
Jill Weiss
JWeiss@Lackenbach.com
商標部門パラリーガル
米国商標出願申請、延長申請、
ドケット管理と現状報告、新規
出願調査とドラフト作成、クラ
イエントミーティングなどのア
ジェンダの作成担当

アンナ・マリア・スアレス 
Ana Maria Suarez
ASuarez@Lackenbach.com
特許部門パラリーガル
米国内外の特許出願と申請、
現状報告、クライエント対応、
譲渡、維持とドケット報告担当

ジュディ・ハート　 
Judy Hart
JHart@Lackenbach.com
特許部門パラリーガル
通常特許とデザイン特許の国
際出願申請、手続き、アピー
ル、執行、クライエントカウン
セリング、国外のクライエント
対応、維持、特許申請文書の
準備担当

エリック・メニスト　 
Eric Menist
EMenist@Lackenbach.com
訴訟部門パラリーガル
連邦裁判所における弁論と申
し立て書の作成、法律調査、ク
ライエント対応、法的覚え書の
作成、著作権出願準備担当

マリー・メシー 
Mary Meschi
MMeschi@Lackenbach.com
商標部門パラリーガル
米国商標登録の更新、使用証
明、試料の取得、企業名、会社
の現状、登録商標の一覧管理、
補助業務、文書管理と現状報
告担当

キャサリン・キナーﾄﾞ
Catherine Kynard
CKynard@Lackenbach.com
特許部門パラリーガル 
文書管理、米国および外国特
許の手続き申請と控訴、バイオ
テクノロジーシークエンスの調
製、ドケット管理と現状報告、
譲渡関係担当

中津哲夫 
Tetsuo Nakatsu
TNakatsu@Lackenbach.com
ジャパンデスク 
カルチュラル・アドバイザー、
特許技術補佐、日本関係のクラ
イエント補助・技術翻訳・技術
コンサルティング、学術文献著
作、多数の特許を取得
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ラッケンバック・シーゲル：設立時から知的財産(IP)関係を専
門に扱っている長い歴史を有する弁護士事務所　93年にわ
たって、当事務所の所属弁護士は、商標、特許、著作権、宣伝
広告及び企業秘密とそれらに関連するIP業務を専門的に、
集中して取り扱っております。依頼人の皆様方に、一般的な
ご相談・助言から訴訟、ライセンス、特許と商標調査・鑑定・
訴訟・権利譲渡と取得、及び関連する合意書関連作業などの
知的財産に関連する法律上のサービスを、商取引、財政問題、及びベンチ
ャーキャピタル問題に関連した適正評価を含めて提供しております。 　 

ブランド管理会社や他の商標依存型企業からは、場合によっては、数百万
ドル相当の価値のある案件に関連する交渉や草案の作成、資産取得、譲
渡及び他の買収合意のために必要となる全ての適正評価など、日常的に
依頼され、実施しております。最先端の「ボウイ債」に関係する取引を含め
て、取得のための資金調達に関連するIPのアドバイスや鑑定なども提供
しております。また、ライセンシングに際しては、ライセンサーとライセン
シーの両方の立場の代理人として、商標の所有権及び使用から依頼人が
最大限の利益を獲得できるように手助けを行っております。ライセンシー
の弁護士として、価値の高い映画及びいろいろな服飾品やアクセサリー
製品などにキャラクターやデザイナーのマークを使用する権利の取得の
手伝いを行っております。一方、反対にライセンサーの代理人として、一種
類の製品だけを製造する企業から家庭用品、「ライフスタイル」ブランドに
至るまで数多くのデザイナーのビジネスの成長を助けております。 

当事務所の特許部門は、機械、電気、化学工業、薬学、材料科学、生命科 
学、コンピューター技術などの分野における教育と企業内の実務経験を
有する上級弁護士による専門化のモデルとなっております。デザイン特
許を含め、製品のデザイン保護の分野においても広く認められた専門性
が特色となっております。アップルが、デザイン特許に関して大きな比重
を置いた評価を基に出されたサムソン社に対する10億ドルの陪審評決
を獲得して以後、かかるデザインの保護が注目を集めておりますが、当事
務所の製品デザイン保護の専門知識については、 著名な出版物「Intel-
lectual Property Counseling & Litiga¬tion:」への投稿論文 「Protecting 
Designs by Trademark, Copyright and Design Patents (商標・著作 権
及びデザイン特許によるデザイン保護）」からもご理解頂けると思います。 

　合併や買収によって非常に多くの他の知的財産専門「メガ事務所」が消

滅して行く昨今、ラッケンバック・シーゲルは適応と進化を
続けることで、単に生き残っているだけでなく、確実に、成
功を納め、成長し続けております。事務所全体の規模は、比
較的中程度ですが、多くのメガ法律事務所の知的財産部門
に匹敵する弁護士と補助スタッフを擁し、ユニークな所員
の採用制度とスタッフの業務遂行システムによって、単純に
所員数から想像されるよりも遥かに多くの案件を処理でき

る体制を整え、確立、実行しております。ラッケンバック・シーゲル（LSLLP）
の所属弁護士は全員18年以上IP分野の活動経験を有し、平均では22年以
上IP法に携わっていることも効率の良さに結びついております。 

マンハッタンから北へ電車で30分足らずの郊外、ウエストチェスターとい
う地理的優位性と羨ましがられるほどの効率の良さにによって、大部分
の競合する法律事務所よりも遥かに少ない間接経費での運営が可能とな
っており、結果的に、対峙するより大きな法律事務所と比べて、大幅に少
ないレートを提供できる仕組みができております。所属弁護士の豊富な
経験と所謂、副専門性もまた、LSLLPが、他の事務所が同じような結果を
出すために必要とするよりも少ない人数の弁護士でもって問題に対処で
きる所以でもあります。少数の弁護士による効率的運営と、結果提供可能
な、より低い時間業務レートによって、同等のサービスを提供する他の事
務所よりも優れた内容にもかかわらず、依頼人の皆様に大幅の経費の節
約と効率の良いコミュニケーションを提供することができております。
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