
米国特許

第7,673,328号
個々のサービスプロバイダー及び認証
サーバーを使用するネットワーク認証

システム

　ネットワークシステムが、各アクセスポイントを有する

複数の個々のインターネットサービスプロバイダー、及

び複数の個々のインターネットサービスプロバイダー

に接続された平行インターネットサービスプロバイダー

を含むものであって、個々のインタネットサービスプロ

バイダー及び平行インタネットサービスプロバイダーの

それぞれが、認証サーバーを含むことを特徴とする。

プロバイダーのアクセスポイントが、平行サービスプロ

バイダーと契約しているユーザーから接続要求を受け

る時、プロバイダーが、ユーザー認証を実行するため

に接続IDとパスワードを平行インターネットサービスプ

ロバイダーの認証サーバーに転送する。　認証の結

果が良ければ、ユーザーターミナルは、アクセス

ポイントを通して接続される。6ページにつづく
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ロバー・B・ゴールデン： Robert B. Golden　

　

　2010年8月5日、ニューヨーク州選出の上院議員

チャールス・シューマー（Charles Schumer）氏は10

人の共同提案者と共に「革新的デザイン保護と著

作権保護法(IDPPPA)」を提出した。デザイナーは、

デザイン特許とトレードドレス理論によって自ら保護

しようしてきたのであるが、IDPPPAは、米国法上初

めて、明確な法的保護をファッションデザインに拡

大するために著作権法に一連の修正を行うもので

ある。立法化プロセスの初期段階ではあるけれで

も、成立に関しては、前例のないほど楽

観視されている。

　欧州や日本と異なり、米国には、ファッ

ションデザインに対する具体的な保護手

段が欠けている。ファッションデザインを

保護する法律を通過させようとした過去

の試みは、各業界の強力なロビー活動の結果、ビ

ジネスの利害関係と政治的な行き詰まりによって

成功しなかった。しかし、IDPPPAは、歴史的に利

害が対立していたデザイナーとアパレルメーカーと

の間のバランスを取るもので、両党派から支持さ

れている。歴史的にデザイン保護の提案者で、ア

メリカのファッションとアクセサリー関係のアメリカ

の指導的デザイナーを代表する事業者団体である

米国ファッションデザイナー協議会(CFDA)と、歴史

的にデザイン保護に反対してきた、アパレルと履物

メーカーを代表する全米事業者団体である米国ア

パレル・履物協会(AAFA)の双方が法案を支持して

いる。同時に、シューマー氏のような民主党の指導

者、共同提案者のオリン・ハッチやリンゼイ・グラハ

ム両議員のような共和党の指導者からも法案は支

持されている。

　AAFAは、保護を得ることのできる基準が漠然と

し過ぎ、訴訟が増える結果、経費がかかると主張

し、かつて提案されたデザイン保護法（デザイン著

作権禁止法(DPPA)に反対してきた。AAFAは、さら

に、DPPAに基づいてデザイン保護出願を審査する

著作権局は、おそらく殺到する出願を扱うには準備

不足であるとも主張していた。IDPPPA

は、広く受け入れ可能なＤＰＰＡの基本

要素を保持しつつ、問題を解決しようと

するものである。

　 も し 、 最 終 的 に 法 案 が 通 過 す れ

ば、IDPPPAは、伝統的にファッションデ

ザイン保護の障壁として引用されてきた「製造業の

有用商品」保護に対する一般的な禁止にもかかわ

らず、ファッションデザインに具体的保護を与えるよ

うに著作権法を修正することになる。さらに、特別な

ことは、IDPPPAは　－　

　＞＞「装飾も含めたアパレル商品全体の外見」

は、「アパレル商品のオリジンナル要素、あるいは

アパレル商品の全体的外見に取り入れられたオリ

ジナル、若しくは非オリジナル要素のオリジナル配

列と配置」を含むもの、と「ファッションデザイン」を

定義している。
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ロバート・B・ゴールデンRobert B. Golden 
訴訟・ライセンス部門

　当事務所の訴訟・ライセンス業務グループのヘッドとしてロブ・ゴールデン

は、訴訟関係では、全米規模で、多種類の業界の依頼人のために、商標・

企業秘密・特許・著作権・ドメイン名関連を担当しています。経験として、連

邦地方裁判所での陪臣・非陪臣訴訟、仲裁・調停、及び数多くの連邦高等

裁判所控訴審裁判が挙げられます。米国特許商標庁（USPTO）商標審判

部での侵害・取消訴訟手続、統一ドメイン名紛争処理方針に基づくドメイン

名紛争では 依頼人である世界知的財産法機構を代表しています。 原告と
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「ファッションデザイン」 ―　

　（A）装飾を含めたアパレル製品全

体の外見、及び

　

　（B）アパレル製品の全体的外見に

取り入れられたアパレル製品のオリ

ジナル要素、あるいは、オリジナル

若しくは非オリジナル要素のオリジナ

ルアレンジメント（配列）あるいは配

置を含むものであって、

　（i）デザイナー自身の創造的努力

の結果、及び

　(ii)類似の種類の製品の先行デザ

インを凌駕するユニークで、識別性

のある、平凡でない、非実用的なバ

リエーション、を提供する、

用語アパレルとは -

　（A）下着、外套、手袋、履物、被り

物を含む男性用、女性用、子供用の

服、

　（B）ハンドバッグ、女性用財布、財

布、ダッフルバッグ、スーツケース、ト

ートバッグ、及びベルト、並びに

　（C）眼鏡フレームである。

　

　ファッションデザイン訴訟において、用語「本質的

に同一品」とは、保護されているデザインと間違えら

れる可能性が高いほど外見が類似していて、単に

取るに足らない構成あるいはデザインの違いだけ

のアパレル製品を意味する。

　本章に基づくファッションデザイン訴訟では、・・・

・デザイン保護を前提として、立証目的のために取

るに足らないものではないと考えられるデザインの

違いあるいはバリエーションは、被告人のデザイン

が本質的に同一品でないことの立証目的のために

取るに足らないものではないと考えられるべきであ

る。

　特別な色あるいは色類、又は布地を印象ずける

絵画的あるいはグラッフィク作品の有る無しは、ファ

ッションデザインの保護、侵害をを決定する上で考

慮されない。

侵害商品の定義―　（注：主要条項のみ抜粋）

　（１）一般的に、本条項で使用する「侵害商品｣に
は、保護デザイン所有者から同意を得ていないデ
ザインあるいはそれらのイメージのコピーである任
意のものが該当し、宣伝物・書物・定期刊行物・新
聞・写真・放映物・映画あるいは類似の媒体の保護

革新的デザイン保護並びに著作権保護法のキー条項
Key Provisions of the Innovative Design Protection and Piracy Prevention Act 
ロバート・B・ゴールデン

デザインのイラストレーションある
いは絵は侵害に当たらない。

　（3）ファションデザイン　-　ファッ

ションデザインの訴訟において、デ

ザインは、

　（A）保護対象デザインの外見、及

びオリジナル要素に関して全体の

視覚的外見が本質的に同一品で

ないか、若しくは

　（B）独立した創造の結果であれ

ば、

保護されているデザインのコピーと

は見なされない。

侵害に対する改善措置　-　

ファッションデザイン　－　ファッシ

ョンデザイン訴訟においては、デザ

イン所有者は、デザインが公にさ

れた後に、デザインについて任意

の侵害訴訟を起こす権利を有して

いる。

ファッションデザイン訴訟手続きの
ための必要事項　–　

（１）通例　-　ファッションデザイン訴訟において、
侵害訴訟原告は、以下の特定の事実認定を立証し
なくてはならない、

　（A）原告のデザインが、本条項で保護されている

こと、

　（B）被告のデザインが保護デザインを侵害してい

ること、及び　

　（C）保護デザイン、及びそのイメージが、被告人

が見たこと、さもなくば保護デザインに関する知識

を有していたことが、周辺事実及び全体状況から合

理的に推定され得たものであること、当該店舗又は

複数の店舗で、当該態様でもって、当該期間販売さ

れていたこと。

（２）対価―　侵害請求が、合理的に主張されたか

どうかを考慮しつつ、裁判所は、全体状況を考慮す

ることは 間違いないであろう。

（合衆国法典修正著作権法101条を参照）

IDPPPAについて話をされたい方は、ロバート・B・ゴールデンまでご

連絡下さい。RGolden@Lackenbach.com

ラッケンバック・シーゲル・ツデイー：1923年創立
Lackenbach Siegel Today and Since 1923

米国特許統計
U.S. Patent Statistics 

一歩後退

2ページ　－　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。 

 2009年米国の特許出願の様相は、僅かに減少傾

向でした。これまでで最も件数の多かった2008年の

496,886件から速報合計では出願数485,500へ減少

してしたものの、1989年以降では、2番目であること

を示しています。海外からの出願が過半数を超える

傾向は2009年も続いています。米国で公布された

全体の特許件数190,121の内、96,395件（約50.7%）

は外国(米国外)居住者に公布されたもので、米国居

住者に公布された特許は.93,726件（49.3%）と、前年

から0.4%増でした。過去5年間この傾向は続いてい

ます。

　

　日本の居住者からは、件数で37,879件と外国居

住者出願の39.3%を占めています。これは、2009年

米国特許公布件数全体の19.9%に相当し、前年から

0.1%増です。全体出願に対する割合でみると、日本

に続いて、ドイツ（5.4%)、韓国（4.9%)、台湾（4.2%）、

カナダ(2.3%)でした。上位１０位までに、英国、フラン

ス、中国、イタリア、及びオランダが入っています。

　

　(500以上が付与された国で)2009年に高成長し

た国は、中国（30.4%)、オーストリア（27.4%)、豪州

（15.6%、ベルギー(12.4%)、韓国(11.8%)、フィンランド

(8.9%)、イスラエル(7.9%)、カナダ(7.6%)、台湾(7.2%)

とスイス(6.6%)でした。一方、香港は、738件から576

件へ(-22.0%)、デンマーク(-10.6%)、イタリア(-2.5%)

、及びオランダ(-2.2%)へも全体の付与件数が減少

しました。

　

 米国内では、カリフォルニア州に22,973件付与さ

れ、全米居住者の24.5%を占め、再び全米をリード

しました。付与された米国特許全体の12.1%に相当

し、2008年から増加しました。他の主要州は、割

合からみれば、テキサス州（3.4%)、ニューヨーク州

（3.3%）、ワシントン州（2.4%）、マサチューセッツ州

(2.0%)、イリノイ州(1.9%);、ミシガン州(1.9%)、ニュー

ジャージー州(1.7%)、ペンシルベニア州（1.6%)、及び

オハイオ州(1･6%)でした。

 

　米国政府機関に公布された2009年の特許数は、4

年連続して減少しました。合計で685件の特許が公

布され、前年から5件減、2007年からは40件の減少

です。海軍が引き続き最も多く、33.6%、陸軍17.4%

、HEW/HHS　 (保健教育福祉省/保健社会福祉

省)15.3%でした。

　2009年の特許協力条約（PCT）申請は、4.5%減少

の155,900件の出願でした。全体の減少には、米国

からの出願の減少（5,594件、10.8%減）が拍車をか

けました。一般的に、フランスとオランダはそうでは

なかっのですが、EPCメンバー国全体では5.7%減

で、中国（29.1%）と韓国（1.9%）からはそれぞれ増加

しました。

　2009年の特許統計は、世界的な経済低迷の影響

が強かったといえます。



特許　・　商標　・　著作権
Patent                     Trademark                    Copyright 

米国特許出願許可率
Patent Allowance Rate

PTO Continue to put the “NO” in InNOvastion.
PTO（特許商標庁）は、イ「ノー」ベンション（革新性）に

「ノー」を入れたままである。
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　2009年の終わり頃、連邦巡回裁判所の米国控訴

裁判所において、全ての特許控訴を審理した裁判

所は、欺瞞的特許表示は、欺瞞的に表示された商

品一つにつき最高500ドルの罰金が課されるとの判

決を出した。フォルレスト・グループ（Forest Group, 

Inc.）対ボン・ツール（Bon Tool Co.）訴訟における決

定は、これまでの米国法の解釈を本質的に変更す

るものであった。より詳細なレビューと解説は、ラッ
ケンバック･シーゲル依頼人警報、2010年5月号「欺

瞞的特許表示―無実の間違いか、真っ赤な嘘か」

を参照して下さい。新しい多額の罰金制度の下、タ

ナボタのお金が入るために、フォレスト爆弾に続い

て過剰な訴訟が提訴された。

 

　 大多数は標的とされたビジ

ネス上の競争相手ではない略

奪的原告による該当訴訟の一

つは、スタウファー(Stauffer)対

ブルックス・ブラザーズ(Brooks 

Brothers, Inc)訴訟で、当初は、

原告の敗退のように思われた。

スタウファー訴訟においてニュ

ーヨーク南地区連邦地方裁判

所は、（この例のような商業的

利益と潜在的損害の欠如のた

めに、個人的な訴訟は、特定の

法のもとで法的要求をしたり、

司法の執行を求める権利を有

しないとする裁判と、法的に同

等である）当事者適格性が欠如

していることを理由に原告の請

求を却下した。このような、地方

裁判所の決定は、（係争中の誤

表示訴訟の全ての原告である）弁護士個人、その

配偶者、及び一般消費者が、市場で誤表示製品を

見つけ出すこと、数百万ドルを失う知名度の高い企

業に対して訴訟を起こすこと、を防止するでしょう。

　特許表示法のユニークな点は、（「私人による代

理訴訟」あるいは「更に、王様<政府>のための訴訟

人」に）特許誤表示に依る損害は、特許の誤表示が

最終的には製品を購入する公衆に損害を与えるこ

とを理由に、実際の原告と米国政府との間で等分さ

れると、規定していることです。スタウファーは連邦

巡回裁判所に控訴し、控訴審は地方裁判所の決定

に対して、当事者適格性欠如を理由にスタウファー

の訴えを却下したことに関して、地方裁判所は判断

を誤ったと見解する判決を（2010年8月31日に）出し

た。連邦巡回裁判所は、特許誤表示は、「本質的に

米国に対する損害を構成する」、従って、スタウファ

ー氏は、法の下で権利を執行する政府の指定代理

人であり得ると認定した。

　2010年9月現在、個人は、直接の損害を被った

か、あるいは類似の商取引に関係していたかどうか

に関わらず特許誤表示の利点を受け取ることがで

きる。また、上訴裁判所は、法の執行と罰金の取り

欺瞞的表示の悪夢は続く
False Patent Marking Nightmare Continues  ハワード・N・アロンソン     

分を得ることが、益となる連邦政府は、訴訟に干渉

できることも確認した。

　スタウファー氏は、現在も最初の訴訟に勝訴して

おらず、今後、ブルックス・ブラザーズが公衆を欺く

意図があったことを証明しなくてはならない。同氏

は、ブルックス・ブラザーズが期限切れの特許番号

を蝶ネクタイに欺瞞的に表示し、かかる誤表示で公

衆を欺く意図があったことを示さなくてはならない。

フォレスト・グループの決定以降、提訴された数百

の欺瞞的特許表示を考慮すれば、小競り合いと法

的論争は、まだまだ終わってはいない。

　製品上の有効期限の切れ

た特許番号の訴訟におい

て、他の種類の誤表示に対

し、裁判所は、もし、特許の

所有者が、知るべき理由が

あったか、特許表示が欺瞞

的(有効期限切れ)であった

かを実際に知っていたなら

ば、欺く意図があったと推定

するでしょう。

　被告人が（「可能なら」欺瞞

的表示を削除し）経費を節

約するために製品を使い切

ったときに表示を有する製

品鋳型を変更するように、と

の特許弁護士の助言・忠告

を誠実に信頼していたことを

示すことによって、公衆を欺

く意図があるとする推測を免

れることができた初期の頃の訴訟の一つでは、特

許弁護士は大きな役割を果たしました。

　当該特許が有効期限が切れる頃になって、型、包

装、ラベルを監視する上で注意深い配慮が、なされ

ていないならば、現今では、製品に特許表示をする

利点と、評価対象に対する可能性のある罰金とを

天秤にかけなくてはなりません。表示されている製

品を特許が合理的にカバーしているという特許弁

護士の助言・忠告は本質的に重要なことです。特

許クレームの適用性についての解釈と決定をする

ことは、ひとえに資格のある弁護士の専門領域で、

製品に、実際問題として、特許クレームを法的にカ

バーしない特許番号が表示されているならば、誠意

のあるビジネス上の決定が、どのように上手く意図

されたかどうかは問題とはされず、裁判の環境下で

は上手く機能し得ないのです。新しい裁判所の決定

に準拠して、労せずして得られるタナボタの損害を

求めて多発する新しい血に飢えた訴訟の視点から

も、特許弁護士と共に知的財産監査を設定すること

はこれまで以上に重要です。

欺瞞的特許表示についてさらにお知りになりたい方はハワード・N・ア

ロンソンまでご連絡下さい。HAronson@Lackenbach.com

　米国特許庁に起きている変化はゆっくりとしてい

ます。米国特許許可率は、1975年から2004年ま

で、2000年の72%を最高に、65%前後で推移し、その

後、長い急な下降を経て、許可率は、2008年には

44%に落ちました。それ以来、2009年と2010年にか

けて、許可率は、45%前後でさまよったままです。

　デイビッド・カッポスPTO部長は、2010年6月の会

見で、「許可率は昨年から約3%増え」、用途出願の

未審査分は「昨年8月以後、75万から72万8千件に

約4%減少している」と述べました。部長は、新しい特

許審査手続ハイウェイ（Patent Prosecution High-

way: PPH）を、許可率が「増大した」理由の一つとし

て挙げています。PPHプログラムは、米国の審査官

が、最初の外国あるいはPCT出願で許可可能性が

示唆された場合、米国出願審査を早めることを（要

求はしてないが）可能にするものである。カッポス部

長は、また、審査官「カウント=請求項計算」実施シス

テムにおける変更を支持しています。

　 し か し 、 実 際 の と こ ろ は そ う で は な さ そ う で す 。

許可の僅かな増加と未審査分の減少は良いニュ

ースと思えるのですが、公的圧力の増大に直面し

て、USPTOは、継続審査要求（Requests　for Con-

tinued Examination： RCE)に関する計数方法の変

更を提案したのです。PTOは、2010年には許可率が

60%に増えたRCEを同じ未決出願の「一部」として処

理することを提案したのです。伝統的に、RCE申請

は、2010年で45%の許可率である独立の新規申請と

して処理されていたので明らかに、USPTOは公的圧

力から逃れようとしているのです。

　かなりの数の出願が、審判プロセスで泥沼にはま

っています。18.000件以上の「一方的な」書面で十

分準備された審判請求が、特許審査部で未決のま

ま、平均で決定が29ヶ月遅れの抵触審判（Interfer-

ences）＜注：先発明者決定手続中＞です。もし、全

ての審判申請（未準備書面分）を計算に入れると審

判件数は24,000に上昇します。

　要するに、昨年からほとんど変化が起きておら

ず、2000年以来、米国特許を確保することは本質的

により困難な状況のままです。

建築工事で使用する支柱に関する特許所有権者

であるフォレスト・グループが、公衆を欺くことを意

図して欺瞞的に表示された支柱は、フォレスト・グ

ループの特許によってカバーされていないという

別の裁判所の2007年の決定以降、特許所有者

は警告されていたことを理由に、意図的であると

裁判所は判決した。しかも、フォレスト・グループ

は、2007年の決定以降も、支柱を新規に発注し

た。控訴裁判所は、製品が欺瞞的にマーケティン

グされる度に公衆は害を受けると判断した。欺瞞

的表示は、競争相手が市場に参入したり、発明者

が研究を行おうとすることを阻止していると裁判

所は説明した。。

米国特許出願許可率

1975年から2010年の割合による



思えません。もしそうでなく、実際に香港や中国で

のドメイン名登録に興味があるのであれば、はっき

りと助言・忠告できることは、評判の良い登録所を

使用することである。

　そして、実行に際しては、よくある誤字や価値あ

る商標や名称に近いバリエーションを保護をする

ようにしましょう。詐欺の点で外国を無視しつつ、企

業は、ビジネスにとって現在キーとなっているトッ

プレベルのドメインに集中することと、核心名(core 

name)のよくある誤字のドメイン名を所有したり、独

創的な句読点を入れる試みから第三者を遮断する

ための包囲網を作り、遮断することを目的としたドメ

イン名の登録を勧めます。

　以下に解説を目的として、架空の企業を考えてみ

る。Goodsight Eyeglass社は、GOODSIGHT.comを

所有している、「.com」は第一のトップレベルの登録

であるので、（よくある誤字として）GOODSITE.com、

　 当事務所と同様に、相当数の企業が、ハウスマ

ークや企業名と同じドメイン名を請求する第三者ド

メイン名登録関連を名目にした電子メールを、アジ

アのドメイン名登録機関から受け取っている。

 このテーマに関するバリエーションには、終わりが

ないが、右欄に示すように実際のコミュニケーション

の内容と戦術は大多数で非常に似通っているよう

に思える。最も共通しているバリエーションは、トッ

プレベルのドメイン登録所にメール受取人の名前あ

るいはマークの登録を望んでいる第三者に関係す

る「忠告」を名目にした商標弁護士からの電子メー

ルである。

　かかる電子メールで、最も目立つのはアジアの登

録所からのもので、いくつかのドメイン登録所で企

業名あるいはマークの明白な乗っ取りを防止するよ

うに登録機関(又は弁護士)に連絡することを名称の

所有者に勧めるものである。

　各地のアジアの登録所に自身の企業名やマーク

を「機先を制して」登録することを企業に勧めるため

に被害妄想を利用する浅はかな試みである。その

ようなコミュニケーションは、広い意味での詐欺と考

えられ、大多数の企業は無視し、電子メール勧誘に

は返事をしないように助言・忠告されている。

　一旦興味を示そうものなら、ドメインが登録されて

しまい（おっとと！）、その後、それを譲渡するため

の費用を要求する連絡をしてくるか、架空の侵入者

を「ブロック」するために、あなたの負担であなたの

名前でいろいろなドメイン名を登録するのである。

守るべきことは、送られてきた名前あるいはマーク

についての興味を確認し、安全な対応を取ること

で、次に外国のドメイン登録所に所有している価値

ある名前に架空の侵入者が入ることを避けるため

に、費用をかけるようにすることである。

　如何なる公的なドメイン名登録機関（あるいは関

連組織）も、商標を登録している世界中の100カ国

の１つである商標や企業名と矛盾する名前の登録

に適用されるかどうかを見るために、各ドメイン名出

願に関連する無料の独立した調査をしないことは、

常識的にも判断できることである。

　そして、もし、香港や中国でトップレベルのドメイン

としてドメイン名を登録する必要があって、望まれた

のであれば、このような手順をすでに取られたとは

何故、詐欺なのか？　
Why the Deceit?

及びGOODSITE.com (as a common typo)、それか

ら GOOD-SIGHT.com, GOOD*SIGHT.com, GOOD_

SIGHT.com, GOOD+SIGHT.com等の登録に十分資

金を投じている。さらなる保護を加えるために、タ

イプミス保護には、推定句読点、例えば、GOOD-

SITE.com, GOOD*SITE.comなどを加えてもよい。言

われるように、大多数の弁護士は、そのような送り

つけられたEメールに対応する何らの行動もとるべ

きではないと考えている。ハウスマークや企業名を

もったトップレベルのドメインを世界中でブロックした

いのであれば、価値あるマークや名称を第三者が

所有することを避けることは（明白な文字違いをブ

ロックすることを試みようとしなくても）、終わりのな

い旅をこれから先にすることになる。

ドメイン名について更にお知りになりたい方は、ハワード・アロンソン

までご連絡下さい。HAronson@Lackenbach.com

4ページ　－　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。 

                                  ド メイン名策略　Domain Name Ploy ハワード・アロンソン

From: --------------------------------------
Sent: --------------------------------------
To: --------------------------------------
Subject: Lackenbach Intellectual property rights (to Principal)
Importance: High

CEO殿

　私どもは、アジアのインタネット登録センター（CNIRC）で、香港でのドメイン名登録と紛争の機関です。現在、貴社の
ご確認を必要とするかなり重要な問題を抱えております。

　2009年6月19日、正式に出願を受け取りました。一つは会社名「Zhong Ao 投資会社」で、当機関を通じて次のようなド
メイン名の登録を出願しています。

Lackenbach.asia
Lackenbach.com.hk
Lackenbach.hk
Lackenbach.net.cn
Lackenbach.org.cn
Lackenbach.tw

　私共の監査中に、問題の「Zhong Ao 投資会社」は、私どもの調査では、貴社の名前及び商標と同じである登録のた
めに出願されたキーワード、ドメイン名の言葉を、商標、知的財産のみならず特許でも所有していません。一点、ご確
認いただきたいことは、問題の「Zhong Ao 投資会社」が御社のビジネスパートナーあるいはアジアの代理店であるの
かどうかです。そうであれば登録を済ませます。私どもで登録を取り扱っております。

　もし、貴殿がご担当でなければ、適切に処理するために、このEメールを担当部門に回して頂き、商標あるいはドメイ
ン名の責任者からできるだけ早くご連絡いただけますようにお願い致します。

ラウル

Direct：--------------------------------------

外国ドメイン名について送りつけられてくるEメールは次のようなものであると
知っておくとよいでしょう。



模倣は追従か違法か？ 
Is Emulation Flattery or Illegal? 

　＞＞下着、外套、手袋、履物、被り物、ハンドバッグ、パース（女性用財布）、

財布、ダッフルバッグ、スーツケース、トートバッグ、ベルト、眼鏡フレームを含

む、紳士服、婦人服、子供服に適用する。

　＞＞法案の言語そのままに従えば、「類似の種類の製品の先行デザインを凌

駕するユニークで、識別性があり、平凡でなく、非実用的なバリエーション」の真

にユニークなデザインに対する保護を提供する。

　＞＞デザインが公にされた日から計算して3年間の保護に制限する。

　＞＞ 事実上、任意の著作権局への登録請求を免除する。

　＞＞原告が、疑わしい侵害デザインが、断定デザインに

「本質的に同一品」であり、更に、保護デザインに間違えら

れる可能性の点で外見が類似していて、単に取るに足ら

ない構造物あるいはデザインにおける単なる相違を含む（

含んでいる）ものとして定義される「本質的に同一品」であ

ることを立証する際に、高い侵害基準を設定する。

　＞＞原告に対して、他の事柄の中でも、「特別な事実を

設定し、保護デザインあるいはそのイメージが当該場所あ

るいは複数の場所で入手可能であり、そのような態様にお

いて、被告人が見たか、さもなければ保護デザインに関係

する知識を有している周辺事実と全体状況から合理的に

推論される期間」を原告が主張することを要求する高度の

訴訟手続基準を設けることによって、（それによって法案

に引き続き反対する人を納得させ）訴訟を、思いとどまら

せ、制限することを目的としている。

　＞＞ 侵害の告訴にたいして、独立した創造、あるいは公知の資源からのコピ

ーを根拠にした抗弁ができる。。

　＞＞知らずに不法コピーを買ったり、売ったりした無実の小売人、及び消費者

へは責任を及ばない。

　IDPPPAの発案者は、従来のAAFAの懸案事項を解消できるような本質的な内

容を含んでいるが、正確には、（法案が法律になると仮定すれば） どのように法

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

律が解釈されるのかを監視するべきである。例えば、侵害の基準は、商標の訴

訟で使われる「混乱の可能性」に類似してはいるものの、言語的には、同一で

はないことは確かであるので、司法の解釈が入る余地が残されている。

　法案の起案に関わった少なくとも一人は、保護＜に値いするかどうかの＞試

験は、「オリジナル性と新規性」が基準で、解釈の余地は残されていると説明し

ている。特許感覚で新規性、及び非自明性を裁判所は要求するのであろうか。

あるいは、著作権法の下のように創造的進歩が僅かであっても保護を付与する

のであろうか。

　IDPPPAは、CFDA、及びAAFA並びに民主党と共和党の支持を享受している

が、反対する人もいる。CFDAは、単に「米国の指導的デザイナー」の内の約

350人を代表しているに過ぎない。多くの前途有望なデザ

イナー、及びより小さなファッションブランドの所有者は、

訴訟あるいは訴訟の危険によって、より大きな、資金力の

あるデザインハウスが競争を抑えるための手段としての

如何なる新しいデザイン保護も恐れている。IDPPPAは、

「高度の研ぎ澄まされた」訴訟手続き基準を含んでいるけ

れでども、基準がそれほど高くないので、恐らく、むきにな

っているような他の原告は抑えられる。インタ-ネットの時

代では、多くの学術機関や消費者グループが知的財産保

護を拡大するあらゆる努力に反対している。IDPPPAが法

律となるかどうかを見守るままである。

　50年以上前に、アルバート・アインシュタインは、「創

造性の秘密は、自らの資源(ソース、情報源)をどのよ

うに隠すかを知っていることにある。」と言っている。も

し、IDPPPAが法律となるならば、アインシュタインの多くの専門分野のリストに

ファッションデザインを加えるのも良いでしょう。もし、デザイン問題の答えを出

してもらうようにアインシュタインに依頼できないならば、常に私共、ラッケンバッ

ク・シーゲルにご相談下さい。

ファッションデザインについてさらにお知りになりたい方は、ロバート・B・ゴールデンにご連絡下さ

い。RGolden@Lackenbach.com

　「創造性への秘策は、あなたの資源をどのように隠すかを知っておくことです。」
            “The secret to creativity is knowing how to hide your sources.” １ページからのつづき

適度に遅れて;  FASHONABLY LATE：　ロバート・B・ゴールデン
ロバート・B・ゴールデン
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個々のサービスプロバイダー、及び認証サーバーを使用
するネットワーク認証システム
NETWORK AUTHENTICATION SYSTEM USING 
INDIVIDUAL SERVICES PROVIDERS AND AN 
AUTHENTICATION SERVER

同定用ICチップ、そこからのデータ読み出し方法、及びそ
こへのデータ書き込み方法
IC CHIP FOR IDENTIFICATION, METHOD FOR 
READING OUT DATA THEREFROM, AND METHOD FOR 
WRITING DATA THEREINTO

短波長X線回析測定装置とその方法
MEASURING DEVICE FOR THE SHORTWAVELENGTH X RAY 
DIFFRACTION AND A METHOD THEREOF

駆動防御デバイス
DRIVE PROTECTION DEVICE

航空機の尾翼
AIRCRAFT TAIL

通気チャンネルを備えた電空ホーン
ELECTROPNEUMATIC HORN WITH AIR VENTING CHANNELS

携帯型情報トランシーバー内で、効果的宣伝手段によって情報の
宣伝を容易にするシステムと方法
SYSTEM AND METHOD OF FACILITATING THE DISSEMINA-
TION OF INFORMATION BY MEANS OF ACTIVE ADVERTISE-
MENTS IN PORTABLE INFORMATION TRANSCEIVERS

クモの巣状の単一ボトルトートバッグ
WEBBED SINGLE BOTTLE TOTE BAG

調製電子キャンドル
CUSTOMIZED ELECTRONIC CANDLE

アレルギーワクチン組成物、その製造方法、及びアレルギー治療
における使用方法
ALLERGY VACCINE COMPOSITION, PRODUCTION METHOD 
THEREOF AND USE OF SAME IN ALLERGY TREATMENT

凍結乾燥状態で生物学的安全特長を備えたビブリオ・コレラ
VIBRIO CHOLERAE WITH IMPROVED BIOLOGICAL SAFETY 
FEATURES IN FREEZE DRIED FORM

改良型快適ヘッドレス・タンバリン
ENHANCED COMFORT HEADLESS TAMBOURINE

溝の深い靴族
DEEP GROOVE SHOE SOLE

実用的ベルトシステム
UTILITY BELT SYSTEM

細胞培養用挿入デバイス
INSERT DEVICE FOR CULTURING CELLS

電源部

書込み部

読出し用ク
ロック信号
発生部

メモリー
部

出力部

書込み用ク
ロック信号
発生部

特許コーナー
PATENT CORNER

1ページから

米 国 特 許
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ボロ・ライティング
WOLO-LIGHTNING

ジー・ティー・エス・グローバル・トレーイディングシステム、及びデザイン
GTS GLOBAL TRADING SYSTEMS & Design

キャプセル・パク
CAPCELL PAK

ミニスキン
MINISKIN

レ・パルフェイト・スーパー
LE PARFAIT SUPER

テラ（図案）
TERRA (Stylized)

サイトスクリーン・ネットワーク
SITESCREEN NETWORK

エス・シー・エヌ・ビー・サッフォーク･カウンティー・ナショナル・バンク、及
びデザイン
SCNB SUFFOLK COUNTY NATIONAL BANK & Design

ダイアモンド・シェフ、及びデザイン
DIAMOND CHEF & Design

スタークル
STARKLE

犬の頭部と楕円バッジのデザイン
Design of Dogs' Heads and Oval Badge

地球儀を備えたスーシュのデザイン
Design of Swoosh w/ Globe

足形のデザイン
Design of Footprint

エコネット
ECHONET

レ・ヴェルガー・ショップ、及びデザイン
LE VERGER SHOP & Design

タイバック
TIBAC

モビリティー、及びデザイン
MOBILITY & Design

イベントクリック、及びデザイン
EVENTOCLICK & Designt

ヒューミテスト
HUMITEST

テイラー・バイオマス・エナジー
TAYLOR BIOMASS ENERGY

ガゾッティ
GAZZOTTI

ヌビス
NUVIS

ファースト・ギア
FASST GEAR

ロビンソン・クルーソ
ROBINSON CRUSOE

ルービー・ピース
ROOBIE PEACE

アメイジング
AMAZING

三井化学によってデザインされた世界を見るエム・アール・－７、及びデ
ザイン
MR-7 WATCHING THE WORLD. DESIGNED BY MITSUI CHEMICALS & 
Design

スティックボール
STICKBALL

デュオグライド、及びデザイン
DUOGLIDE & Design

ワールド・ビッギスト・スリープ・シャツ
WORLD’S BIGGEST SLEEP SHIRT

マイセンス
MYSENS

ザ・ウエルシー・ワリアー
THE WEALTHY WARRIOR

LSが申請した注目すべき登録商標

フォールハーバー・グループ
FAULHABER GROUP

エフ・フジクラ
F FUJIKURA登録商標コーナー

TRADEMARK CORNER
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音響信号のスペクトル要素の優先送信方法
METHOD OF PRIORITIZING TRANSMISSION OF 
SPECTRAL COMPONENTS OF AUDIO SIGNALS

タンバリン・ケース
TAMBOURINE CASE

表面マウント波形ターミナル、及びその中の絶縁伝導体を波形に
する方法
SURFACE MOUNT CRIMP TERMINAL AND METHOD OF 
CRIMPING AN INSULATED CONDUCTOR 

値札を貼る装置
PRICE ‒AFFIXING MACHINE

陽電荷を運び、遊離ラジカル、特に過酸化ラジカル捕獲に使用可
能なニトロン類
NITRONS CARRYING A POSITIVE CHARGE AND USABLE IN 
TRAPPING FREE RADICALS, ESPECIALLY THE SUPEROXIDE 
RADICAL

溶媒噴霧による繊維製品ドライクリーング装置
FABRIC ARTICLES DRY CLEANING MACHINE BY 
SOLVENT NEBULIZATION

改良された組立チャックを備えて提供される衝撃ドリル
ビットPERCUSSIVE DRILL BIT PROVIDED WITH AN 
IMPROVED CHUCK ASSEMBLY

ポケット挿入物
POCKET INSERT

スポットライト
SPOTLIGHT

ジグソーパズル表示フレーム
JIGSAW PUZZLE DISPLAY FRAME

空気ブレーキの緩み検査道具
AIR BRAKE SLACK CHECK TOOL

塗料スプレーガン
PAINT SPRAY GUN

減少寄生性インダクタンスを備える電力半導体モジュール
POWER SEMICONDUCTOR MODULE WITH REDUCED 
PARASITIC INDUCTANCE

電空ホーン
ELECTROPNEUMATIC HORN

高容量気体フラクションシステム用多相流量計
MULTIPHASE FLOW METER FOR HIGH GAS VOLUME 
FRACTION SYSTEMS

自動装填万能ナイフ
AUTO-LOAD UTILITY KNIFE

トレイラー位置合わせ装置
TRAILER ALIGNMENT APPARATUS

車のホイール
VEHICLE WHEEL

容器の蓋
CONTAINER CAP

特 許コーナー
PATENT CORNER

6ページからのつづき



クレデックス・ファースト･セーフ・イージー・クレ
ジット・ウエン・ユー・ウオント・イット
CREDEX FAST SAFE EASY CREDIT WHEN YOU 
WANT IT

メガ・キャップ、及びデザイン
MEGA CAPS & Design

プル・サング
PUR SANG

アートワーク、及びデザイン
ARTWORK & Design

シナクティフ
SYNACTIF

ラカ(図案)
LAKA (Stylized)

メープル・ツリー・プレス、及びデザイン
MAPLE TREE PRESS & Design

ビー・ピー・エム・セレクト
BPM SELECT

レ・レン・タン、及びデザイン
LE REN TANG & Design

ジェー・エヌ・エム・シー
JNMC

ユー・エッチ・ピー、及びデザイン
UHP & Design

ブルー・ドライブ
BLUE DRIVE

ウラルケム、及びデザイン
URALCHEM & Design

ナチュラダーム
NATURADERM

サンタ・グロリア
SANTA GLORIA

ジー・オー・エス
GOS

クール・ブルー
COOL BLUE

アロカ・イルミネート・ザ・チェンジ
ALOKA ILLUMINATE THE CHANGE

モーション・フォーカス・テクノロジー、及びデザイン
MOTION FOCUS TECHNOLOGY & Design

ウーレイン･ブランド・ビクトリア、及びデザイン
OORAIN BRANDS VICTORIA & Design

ユーマン
UMAN

エイ・ブイー・シー・イントラ、及びデザイン
AVC INTRA & Design

エムベックス
EMBEX

パートナーシーダヴリュー
PARTNERCW

イー・エバーラスト(図案)
E EVERLAST (Stylized)

アール・エイ(図案)
RA (Stylized)

アブカム
AVCCAM

プルベルタフト
PULVERTAFT

インスタウェイト
INSTAWEIGHT

トラのデザイン
Design of Tiger

ビー・ワイ・オー
BYO

アール・ビー・ティー・ラピッド・バルブ・トランスファー・テクノロジー
RAPID VALVE TRANSFER TECHNOLOGY

登録商標コーナー
TRADEMARK CORNER

7ページから

商標の続き
More Trademarks

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9
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PPHは方法を加速する。PPH Speeds the Way.

　　弁護士の横顔　Attorney Profile   ロバート・B・ゴールデン	    表紙からの続き

して依頼人のために陪臣員評決で数百万ドルを得ることに成功し、被告の立場では、依

頼人に対する１億ドルの請求の弁護を実施しています。最近のある訴訟では、ゴールデ

ン弁護士の依頼人に対する1億8千6百万ドルの特許損害請求に対して、法的責務ゼロ

ドルにしています。

　多くの機会で、審判手続きによる訴訟問題を扱い、取り分け商標損害の問題に専門知

識をもっています。この分野での幅広い知識が、往々に、「単刀直入の切り口」で、訴訟

では、和解あるいは申立実施のどちらかによって、迅速な結論を出すことができるように

しています。15年間の訴訟において、ゴールデン弁護士は、直接、実際的に、偽造品商

標訴訟における一時的停止命令の一方的要求から、企業秘密訴訟における電子的保

存情報の証拠開示手続き(discovery)の分野での最先端技術問題まで、陪臣員の前で

の最終的議論から、控訴裁判所の判事の前での議論まで、知的財産訴訟の全ての態

様を取り扱ってきました。ゴールデン弁護士の知識は、いろいろな侵害訴訟の訴えから

得られたもので、しばしば、訴訟にかかる費用を避けるために侵害に対する保護を依頼

人に助言・忠告する場合に、自分自身の役にも立っています。

　ライセンスの土俵では、ゴールデン弁護士は、ファッションと履物、自動車、金属・機械

製品、エネルギー、玩具、スポーツ用品、及び音楽などの幅広い多くの産業の依頼人に

助言・忠告を行っています。同弁護士の数多くの訴訟経歴は、早い段階で問題を把握す

ることに役立っており、交渉や立案手続きの期間中に、大きな落とし穴を避けるための

方策をとることができるのです。依頼人が、相対的に無名の、単一製品販売人から、多

数のカテゴリーにまたがる製品を販売する「ライフスタイル・ブランド」に成長することに

役立った大規模なライセンス・プログラムを監督しています。法律事務所のブランドマネ

ージメント及び他の依頼人と一緒に仕事をし、ライセンス・ローヤーリティー・ストリーム

が、「ボウイー・ボンド（Bowie Bond）」(訳注：アセット・バック証券、資産担保（型）証券◆

例えばクレジット債権、リース・ローン債権などを原資にする企業の含み資産、債権を原

資にした証券。)を含む担保として保証されている、数多くの合併、買収に携わってきまし

た。しばしば、ヒダルゴ（Hildago）、フリッカ（Flicka）、ボナンザ（Bonanza）、セクレタリアー
ト（Secretariat）、ロイ・ロジャーズ（Roy Rogers）、及びモハメド・アリ（Muhammad Ali）など

を含む、映画、ショー、本や有名人と関連する商品のライセンスの交渉や起草を行って

います。

　訴訟やライセンシングにおける自身の知識を基に、ゴールデン弁護士は、日常的に、

特にトレードドレス保護の問題、ファッション、履物やアクセサリーデザインの保護に関

する著作を出したり、講義を行ったりしています。法学教育研究所国立CLEカンファレン

スのトレードドレス法に関する継続法学教育のクラスで教える傍ら、侵害を避けることに

ついてデザイナーや技術者の教育を目的として個々の依頼人にもセミナーを行っていま

す。

　ゴールデン弁護士は、ジョージワシントン大学とブルックリン・ロースクールを卒業、デ

ィーン・メリット・スカラーであり、仮想裁判所優等生協会の会員であもありました。また、

連邦地方裁判所ニューヨーク東部地区のジョーン・アルザック判事の判事助手を勤めま

した。

　ゴールデン弁護士は、米国法の下ではまさに最初のファッション・履物・アクセサリー

デザインに保護を与える未決の革新的デザイン保護と著作権保護法の進展を詳しく監

視しています。もし、通過すれば、法案は、法律の様相を本質的に変えるもので、多くの

新しい、手腕を問われる法律問題を生み出すでしょう。ゴールデン弁護士とラッケンバッ

ク・シーゲルは、これらの課題を通して事務所の依頼人の相談に乗るべく準備をしてお

ります。

訴訟とラインセンシングについてお話をされたい方は、Ｅメールでご連絡下さ。 RGolden@Lackenbach.com

　　　　　　　　
　特許審判手続処理にファーストトラック法的処置が導入される。　

　Patent Prosecutions Get Fast Track Action! 　アンドリュー・Ｆ・ヤング (Andrew F. Young)

　高速道路：世界中の特許機関は、数カ国

に対応する特許出願を申請する人に対す

る特許手続を単純化する方法を開発している。特許審査処理手続ハイウェイ

（Patent Prosecution Highway: PPH）は、欧州特許庁を含む14の知的財産機関

の間の発議である。共通のアイデアは、もし特許請求項が、一つの国で許可さ

れる得るものであれば、PPHのパートナー機関に審査の加速を要求できるよう

にするものである。本合意は、許可可能性を示唆する結果が得られた同じ発明

に対して、すでに実施された調査と審査を信頼することにある。

　ファースト・トラック： 一般的に、PPH発議の下、最初に申請した特許機関か

ら、その出願の少なくとも一つの請求項は許可可能であるとの決定を受けた出

願人は、第二あるいはそれに続く特許機関に申請した出願に対応する請求項

の審査を、第二あるいはそれに続く特許機関に「ファーストトラック」を要求する

ことができる。多くのPPH料金が減額されるか免除され、一層早く公布された特

許を得ることが可能で、でなければ、国外申請を考えないような人には、この迅

速手続は魅力的であり、出願人の利益となる。PPH機関は、重複を避けること

によるコスト削減、結果を共有することによるコスト削減を目指している。

　課題：多くの特許機関がPPH合意の当事者となる一方で、PPHの複雑さ、並

びに出願にかかってくる<料金以外にかかる＞追加の負担については幅広い批

判がある。出願人は、PPHは十分な信頼と信用を保証していない、即ち、先行

審査官によって許可されたからといって単純に出願を許可することを第二ある

いはそれに続く機関は要求されていないことを意味していることを念頭に置いて

おく必要がある。

　特に：PPHプログラムは、パリ条約加盟国間で複数申請された出願からPPH

が、PCT国際調査機関から許可可能性結果の示唆を参考にすることが可能な

までに成長している。ある報告では、第二あるいはそれに続く特許機関におけ

る許可は、申請後30日以内に出されていることを示している。結局、PPH申請

申請出願は高い平均許可率を有する。

 何処が：米国特許庁のPPHパートナーは、豪州、カナダ、欧州、日本、ロシア、

韓国、フィンランド、デンマーク、ドイツ、ハンガリー、英国及びシンガポールを含

んでいる。将来は間違いなく司法機関は今より多くなるであろう。

特許についてお話をされたい方は、アンドリュー・F・ヤングまでご連絡下さい。AYoung@Lackenbach.com



年間最優秀発明
INVENTIONS OF THE YEAR

トップランクの知的財産法律事務所
Intellectual Property Top Filers

知的財産所有者教育財団（Intellectual Property 
Owners Education Foundation）：低使用濃度と環境

への影響の少なさとが組み合わされて高い効果をもつ

農作物保護用の殺虫剤、Rynaxypyr®の発見によって、

デュポンの発明者を表彰した。

欧州特許庁（European Patent Office）：物理学分野の

生涯業績によって(ドイツ)マックスプランク研究所のウオ

ルフガング・クレシュメル博士に「年間欧州発明者」賞を

授与した。欧州外の分類でGPSシステムの開発によって

サンジャイ・コーリとスティーブン・チェン両氏（米国）を表

彰した。一方、ベン・ウイーンズとダニー・エップス両氏（

カナダ）を電気化学燃料電池の開発によって表彰した。

ジョンズ・ホプキンズ応用物理学研究所 （The Johns 
Hopkins University Applied Physics Laboratory）：
年間発明に、非常に強力な有害微生物が医薬品に対す

る耐性を獲得するかどうかを質量分析によって決定する

手段を選んだ。

バージニア大学特許財団（The University of Virginia 
Patent Foundation）: いろいろな疾患の治療に有効な

二つの体内の天然シグナル分子の活性を修飾すること

の業績によって年間発明者としてケビン・R・リンチとティ

モシー・L・マクドナルド両氏を選考した。

ブルックヘブン国立研究所（Brookhaven National 
Laboratory）:有害な放射性廃棄物を管理するための

技術開発と応用の重要な業績によって年間発明者とし

てポール・カルブ氏を表彰した。

オーストラリア、シドニーのニューサウスウェールズ大学
（University of New South Wales）：高速、高解像度

イメージを提供する太陽電池とウエハー検査の開発の

革新性によってソルステン・トラプケ博士を年間発明者

に選考した。

謝辞
Acknowledgement Zone

アンドリュー・ヤング
ビルト・ニューヨークと他の著名デザイン依頼人の

ために、製品デザイン保護に関する優れた能力を

実証しつつ、2010年初めからの9ヶ月間で35件以上

の米国デザイン特許を登録しました。

ーそしてー

ハワード・Ｎ・アロンソン
商標インサイダー誌2009年報は、申請出願数に基

づいて 全米商標弁護士中、 9位にランクしました。

ラッケンバック・シーゲルは、全米のトップの申請

者の中で、引き続き長い伝統的な位置を占めてい

ます。

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

　ホルムズ判事が述べたように「商標は財産の一種であるが、非常に繊細な権利でもある。商標の重要性が失

われないように、使用の本質、及び譲渡あるいはラインセンス方法に、高度な注意が払われなくてはならない。(

商標は)大きな価値のあるものとなるかもしれない繊細な課題であるが、簡単に失われ、それゆえに、相当な注意

を払って保護されるべきである。」(1923年米国連邦裁判所)

　適切な商標の使用方法は単なる形式の問題ではない。不適切な使用方法は、価値のある商標がノーブランド

になってしまい、全ての商標権が棄てられることになるでしょう。世界の大半の国で登録商標であったアスピリン

は、米国では、特定の鎮痛剤を示すノーブランドの言葉である。エスカレーターは、企業自身の使用方法が、下記

に論じるように、製品の販促のために、「動く階段」として、促進し、使用されたならば、今でも商標であったかもし

れない。商標所有者の誤用によって失われた重要な商標のリストは長い。アスピリンやエスカレータなどに加えて

トランポリン、ラノリン、ナイロン、ヨーヨ、コーンフレークは、企業が適切な商標使用方法を取っていれば避け得た

であろう。

　文法上の問題として、商標は固有形容詞である。そのため常に大文字、さもなくば残りの他の文よりも目立つ

ようにして、そのあとに該当する製品の一般名(名詞)を続けるのが最も良い。例えば、エスカレーター（ESCALA-

TOR）動く階段などであり、商標使用の基本的なルールは下記の通りである。

１．ノーブランドの記述的若しくは製品の一般名と商標を並べる

ようにする。

２．商標は名詞として決して使用せず、従って複数形では商標

を決して使用しない。

３．固有形容詞として、商標は、強調されているか、隣接してい

るテキストあるいは製品の記述的名称よりも目立っているのが

最も良い。

４．特別な性質情報を公にを伝えるために（「tm」、「sm」又は登

録されていれば®)のように適切に商標を表示する。

５．表現の一定性を維持して、決して複数にせず、文法的関係

を形容詞に変更する。

　国際商標協会は、「商標は孤独なものである。印刷物中、他

の単語から見分けられるものであって、独特の態様に見えなく

てならない」と会員に助言している。「所有格の形（例、パンパー

スの（PAMPERS’））あるいは、複数形(例、医師はミルタウン類

(MILTOWNS)を処方した)のようには決して商標を使用せずに、

固有形容詞とは逆の記述形容詞、あるいは動詞（例、報告をゼ

ロックス（ZEROX）する、若しくはお車をサイモナイズ（SIMONIZ）

する）としては決して使用しないようにする。」とも助言している。最も大切なことは、常に商標と関連する製品名称

(名詞)と一緒にして、明瞭かつ、一定にすることである。ジープ（JEEP）商標は乗り物、ワセリン（VASELINE）は石

油ゼリー、及び、もちろんバンド･エイド（BAND－AID）ブランドは粘着性包帯である。

　それでは、何故、例えば、単語シェビー（CHEVY）あるいはシボレー（CHEVORLET）を表示しているゼネラル・モ

ーターズ(General Motors) による有名な商標の誤用を見かけるのか。強く、良く知られ、独断的であるので関連す

る製品(名詞)がここで助言するような商標表示に従っていない場合、ノーブランドとなることを受け入れるかもしれ

ない幾つかの貴重な商標がある。商標が非常に強く、独断的であるので、消費大衆が無意識に製品名詞（「自動

車」）をCHEVY商標の後に挿入しないことが起こったのである。しかし、自由放任主義的使用方法あるいは意図

的な適切な商標使用方法の無作為は、おそらくは、大部分の商標を消滅させることになるであろう。商標は、繊

細だが、成長して、価値ある人となる赤ん坊と同じように、注意深く扱い、育ててやるべきである。

ハワード・アロンソンの本稿の一部は、トーイ・ブック、2010年5･6月号に出版されています。

適切な商標の使用について更にお知りになりたい方は、HAronson@Lackenbach.com にご連絡下さい。

ノーブランドのエスカレーターとアスピリンを販売するか？
Selling Generic Escalators and Aspirin? ハワード・アロンソン（Howard Aronson)

「バンド・エイズ
（band-aids）」

はどこも製造していません。

多くの人が粘着性包帯を作っています。それゆえ、だれもかれもが製品にブランド
名を付けています。バンド･エイド（BAND-AID®）は、ジョンソン･アンド･ジョンソン（
Johonson & Johnson)が製造している粘着性包帯のブランド名です。それゆえに、
当社の包帯を意味する場合には、どうかバンド･エイド粘着性包帯と呼んで下さい
。なぜなら、ジョンソン・アンド・ジョンソンでも、「バンド・エイズ」は製造しておりま
せん。

ジョンソン・アンド・ジョンソン（Johnson & Johnson）が、定期的に行
っているように、幾つかの企業は、その商標の正しい使用方法を宣伝

するために十分に気を配っている。

（ジョンソン・アンド・ジョンソンでも製造していません。）
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フランス　－　インターネットの本気でない使用　－　

　フランスで接続可能な世界的小売業者のウェブサイト（ホ

ームページ）販売は、フランスで使用が本気度(serious use)

に欠け、商標の破棄を防止するためには不十分であると判

決された。アベルクロンビー・アンド・フィッチ（ABERCROM-

BIE & FITCH)は、侵害に対してフランスの会社に勝訴した

が、控訴で、その商標が、5年間連続して使用していないた

めに無効とされた。アベルクロンビー・アンド・フィッチは、フ

ランスの消費者が製品を買うことができるようにホームペ

ージで表示していたが、控訴裁判所は、実際のフランスで

の使用の証拠としては不十分であると判決した。フランス

の消費者宛ての多くの請求書には具体的な商標との関連

性が欠けていた。フランスの出版物での宣伝用の印刷物

は、実際の販売を立証しないと判決された。インターネット

販売は、フランスにおける本気の使用を証明するための有

効な販売ではあるが、該当販売は、商標と具体的な品目

に言及する文書を含んでいなくてはならない。インターネッ

ト販売に関連する請求書に詳細が欠けていたことが、非使

用を根拠にしたの不幸な判決に至るキーの原因であった。

韓国　－　拡大保護　ー
　韓国では、かつて存在した法律によって、侵害商品は、

商取引の独立した主題で、それ自身の価値をもたなくては

ならないと判決されていた。従って、購入時のギフト（景品）

、あるいは無料の販促配布（ビールの商標の入った無料の

Tシャツ）は第三者による服飾品に登録され、所有されてい

る同じ商標を侵害しなかった。これまで裁判所は、販促の

一部として与えられるTシャツは、宣伝の道具てあって、商

取引の対象ではないと判決していた。しかし、最近になっ

て、韓国は購入時のギフトは重大な侵害に相当すると、認

定した。電話会社が、新しい顧客に有名な商標を付けたハ

ンドバッグを無料で配布した。（有名ブランドの所有者の製

品ではない）バッグは、正真正銘品ではなく、ソウルの中央

地方裁判所は、そのようなものは商標侵害にあたると判決

した。裁判所は、現在では、マークの使用は、出所を特定

するものであって、かかる商標の使用は、品質目的のため

に信頼されている正当なブランド所有者に損害を与えると

明確に理解し、金銭的損害が算定された。

オーストラリア　－　異議申立手続変更　－
国内商標出願に対する新しい異議申立手続きが、2010年7

月1日より有効となり、この日以降に公表される出願に適用

になる。以前は、取消訴訟にのみ適用し、先行優越権を強

く主張することができた。取消訴訟は、伝統的に、高額な費

用と高度な証明が必要であったので、修正法は、歓迎すべ

き変化である。新規侵害手続の意図は、先行権所有者に

ファースト・トラックの解決を提供する。また、引き続く取消

訴訟の利用可能性を排除していない。先行登録あるいは

出願は、引き続いて登録する条件で、異議申立の基礎を

提供する。5年を経過した古い登録は、使用が立証されなく

てはならず、さもなければ非使用について妥当な理由が提

出されなくてはならない。各当事者は、勝訴に関係なく、自

身の法的料金、費用を負担する責任がある。商標保護法

の新しい修正は、オーストラリアを、異議申立緩和を提供

する多くの習慣法の国と合致するようにするものである。

カナダ　－　商標保護の改善　－
2010年3月時点で、カナダ商標庁は、手続き中の延長を制

限することによって出願公布を迅速化しようしている。現

在、拒絶に対して6ヶ月間、1回だけ延長ができる。唯一、例

外的状況下でのみ、2回目の延長基準を提供している。カ

ナダは、以前は、手続き実施を長引かせることに寛容であ

ったが、新しい手続きは、本質的に登録の公布を早めるも

のである。対応締切を守らないと出願不履行となる。2009

年の後半、カナダは、「申請された商標についての物品と

サービスに関連するより具体的な品目」を提供する新しい、

商品とサービスのマニュアル（便覧）を整えた。新しいマニ

ュアルは時代に合った言語と記述を基準にしているので、

商標庁によるより早い審査をもたらすものある。カナダ法と

実施に関する本質的変更は、カナダをより迅速で容易な登

録獲得国に位置づけるものである。

注目すべき展開 
Notable Developments
ローズマリイー・B・トファノ

By Rosemarie B. Tofano

ドイツ　ー　2009年後半、ドイツ商標法の重要な修

正が有効となった。それらは域内商標システムと一

致させ、審判手続の迅速化のために必要である。

現在、異議申立手続には、かつては民事裁判が必

要であった破棄が導入された。異議申立は、商標

登録だけでなく、屋号（business name）およびドメイ

ン名を基にしてもよい。また、商標出願審査期間中

の拒絶後に、現在では、商標部に再考を申請でき、

連邦特許裁判所にも上訴できる。現在、ドイツは近

隣の域内国と一致した基準を有している。

欧州共同体　－　製品の形を取り入れた三次元商

標は米国では容易に登録可能であり、理論的には

EUの法も同様の保護を認めている。しかし、現実

には、非言語的商標は、現時点では、EU内で確保

すること、あるいは執行することは不可能ではない

にしても困難である。リント(Lindt)は首の周りに鈴を

つけたイースターのウサギの有名なチョコレートの

登録を確保していたが、先行のチョコレートのウサ

ギ の普及と製造制限によって「悪意」の下で攻撃さ

れている。多くの他の良く知られた製品の形の登録

は、EUでは達成されていない。プロクター・アンド・

ギャンブル（Proctor & Gamble）の2色の皿洗い機用

錠剤に加えて、横が凸状の固形石鹸、リントの葉巻

チェコレート、ビック（BIC）のタバコ用のライター、ウ

エルサー（Werther）の薄茶色凹型キャンディーなど

がある。これはルービック・キューブの外見登録が

成功したのとは対照的である。違いは、差別的特徴

と色、製品の形のユニークさの程度にある。

アラブ首長国連邦（UAE）　-　偽造品が押収され

た時、ファッション製品（例、時計、香水）は、大きな

注目を集めた一方、UAEは、スタンレー・ワークス

(Stanley Works)に商標権を執行することを2010年

の初期に実施した。14、000以上の偽の道具が押収

されて、破棄するように命令され、地元の販売業者

の倉庫は不法商品を押収するために家宅捜索され

た。企業の役員は収監の可能性に加えて、罰金刑

に直面している。

マドリッド協定議定書　－　エジプトとイスラエルの

双方がマドリッド協定議定書の加盟国となり、マドリ

ッド協定議定書を批准している他の75カ国に加わっ

た。マドリッド協定議定書とマドリッド協定との間の

区別は、加盟国が同じでないことにあることを知っ

ておくべきである。米国はマドリッド協定議定書に加

わったが、マドリッド協定を批准していない。かかる

区別は本質的なもので、議定書の権利の譲渡は、

議定書ではなくて、協定だけの加盟国には適用さ

れない。幾つかの国は両方の条約に加盟している

が、米国のような多くの国はそうではない。

イスラエル　－　既存法の変更は2010年9月に有

効となった。複数のクラス出願の一つまたはそれ以

上のクラスが問題があることがわかった時、該当出

願は分割できる。また、変更に合わせて、部分的譲

渡が現在は可能である。公布を迅速に行うために、

出願の審査は、最初の拒絶通知の日から2年以内

に結論が出されるであろう。また、公布された登録

の更新については、2010年9月1日以降に申請され

た商標にたいしては、本質的に、10年間有効であ

る。

米国外の商標について更に情報を希望される方は、ローズマリ

ー・B・トファノまでご連絡下さい。RTofano@Lackenbach.com
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