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　センサー、特に圧力トランスデューサーを

保護するためのケーシングを備えた測定

セル

　発明は、センサーを保護するためのケー

シングを備えた測定セル、特に、圧力トラン

スデューサに関する。 

　ケーシングはセンサー用の圧力補正ベン

トを備え、動作可能にして、補充的に形成さ

れたケーシングの穴の内部表面の近傍に

配置された軸対称円周表面を備えた密封

手段を提供し、さらに圧力補正ベントは、ケ

ーシングの穴の内部表面を備えた密封手

段の円周表面上のケーシングの穴に沿っ

て延伸するストリップ状の平面表面部分の

相互作用によって点火フラッシュオーバー

に抵抗する少なくとも一つのギャップとして

形成されている。 
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何でも・・・プリントして Printing ..... EVERYTHING?
開発時間とコストの削減
アイリーン・デブリース　Eileen DeVries

　会社に今現在3Dプリンターが無くても、近未来に

おそらくそれがあることを見通す透視能力者である

必要はありません。例えば、自宅に3Dプリンターを

買う代わりにUPS（宅配業者）は顧客を勧誘して、利

用してもらうことを期待して多くの店頭に3Dプリンタ

ーを備え付けています。さらに、3Dリンターは国際

宇宙ステーションに備え付

けられようとしています。

宇宙飛行士が宇宙で動

作することが確認できれ

ば、NASAは宇宙ステー

ションの交換部品をプリン

トすることを計画していま

す。3Dプリンターは、物を

作るほぼ全ての方法に革

命をもたらす潜在的可能

性があると大統領自身が

語っています。最近にな

って広く使われるようにな

った3次元プリンターは、ありふれた機械の交換部

品、貴金属、台所用品、オモチャ、ガンなど多くの物

と同様に、人間や動物の体の器官もプリント（バイ

オプリンティング）できます。

 

　メーカーは、新製品のプロトタイプを3Dプリンター

を使って素早く、低コストで作り、珍しいあるいは需

要の少ない部品を加工したり、さらには製品それ自

体を作ることさえもできます。しかし、新しい技術に

は常に「しかし」が付きまとい、顧客あるいは競争相

手ですら3Dプリンティング技術を違法な3Dコピーを

作るために使うことができます。隣の子供が3Dプリ

ンターを使って著作権で保護された建物をプリント

することによって知的財産権を侵害するかもしれま

せん。子供は単にオモチャで建物を建てるだけでな

く建てるためのオモチャもプリントしてしまいます。

 大きな工業用3Dプリンターは、例えば、自動車産

業のようなところでプロトタイプの製造に使われてい

ます。設計者の一人は、工場の設備一新を待つ代

わりに、分単位でプロトタイプが作成できるので、3D

高速プロトタイプ化転換技術は開発時間を1年から

たった3ヶ月に削減すると見積もっています。3Dプリ

ンターの非常に大きな別の利

点は、従来の製造技術では

実行するにはコストがかかり

過ぎたり、複雑過ぎるもので

もレベルの高い正確なものを

作ることができることです。

 

3Dプリンターは対象物を測定

してから動作します。スキャナ

ーが引き続き行う薄い部分の

スキャンと同時に一つの方向

に連続的に対象物を測定し

ます。続いて、コンピュータソフ

トが連続してプリントされる断面として層から層に製

品を作るファイルを読み取ります。作るものの大きさ

と複雑さは単純にプリンターの種類に依存します。

最も一般的なプリンター出力用の素材はプラスティ

ックですが、シリコン、セメント、ステンレス、ガラス、

金属、セラミック、さらにはケーキフロスティング、チ

ーズ、チョコレートさえも素材として利用できます。

良いニュースと悪いニュース 

　大部分の技術と同じように、3Dプリンティングはメ

ーカーにとってチャンスであり脅威でもあります。3D

プリンターは製造の単位辺りのコストを下げるの

で、革新性の点ではメーカが製品を一層安く製造で

きる点で役立ちます。加えて、3D写真のように個別

の製品をメーカーが作れるようにします。3Dプリンタ
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　　「再び目的を持った」、誰か他の人のアートワー

ク、写真、歌のような作品を許可のないまま使用し

ていることを見つけ出して、原創作者の著作権侵害

に対して多くのビジネスで訴訟を起こします。結果

は、しばしば敗北します。訴訟は、GoldieBlox社が

少女向けの工学的に設計されたオモチャについて

のビデオ宣伝を

行った後に起き

ました。今回の

訓話の中心は、

問題のGold ie-

Bloxの宣伝に90

年代のミュージ

ックバンド(バン

ド）The Beastie 

Boys（ビースティ

ーズ）によって書

かれ、演奏され

た（歌詞でなく）

旋律が使われた

ことにあります。

ビースティーズ

は快く思わず、

裁判で自ら主張しました。

ピンクパワー

GoldieBloxは、スタンフォード大学卒のエンジニア、

デビー・スターリング（Debbie Sterling）Gilbert Erec-

tor Set　（注：エレクター・セット、建築現場の鉄骨や

クレーンなどを模した組立玩具）や Lincoln Logsの

構築に少女を惹きつけ、活力を与え、創作意欲を

掻き立てるためのビルディングセットを設計し、さら

に同じビルディングセットは少年達にも活力を与え

ました。気高く熱いスターリングさんの願望だとして

も、彼女の会社の物語は全てのメーカーへの警告

で、それが極めて、明確な、あざ笑うものであったと

しても、いわゆる「公正使用」保護による著作権侵

害訴訟から逃れることはできないということです。さ

らに、GoldieBloxが理解したように、裁判所がその

使用が「フェアー」でないと確信して裁定するという

大きな代償を伴う計画に陥る可能性があります。許

可なく著作権のあるものを利用して販促材料を作る

前に弁護士に相談することが最も賢明なことです。

GoldieBloxの冒険談は、多くの人がスターリングさ

んと自分とを重ね合わせて、同情の渦を巻き起こし

ました。彼女はウェブサイトで、「高校時代、数学の

先生が大学で専攻分野として薦めてくれるまでエン

ジニアニアリングについては何も知りませんでした。

何故数学の先生は私が、列車の車掌になるのが

良いと考えたのか分からなかった。」と述べていま

す。GoldieBlox は、ミッションを以下のように説明し

ています。 

GoldieBlox、 ゴールはガールのビルを建てること
です。ここでは、フレーズの全ての意味において遊
び場所をゲームの面にする手助けをします。ガー
ルの力強い話術をタップすることによって、物語＋

　2013年、米国通常特許申請概観は再び、僅
かな上昇を示した。暫定の合計で571,612件
の通常特許申請があり、2012年の542,815件
から5.3%増加して、再び最高を更新した。2013
年、外国からの通常特許出願は幾分減り、全
出願件数の49.6%と0.9%の減少であった。ま
た、昨年の米国通常特許許諾件数は、合計
277,835件であり、144,242件(51.9%)は外国居
住者に付与され、2012年に比べて9%の増加
であった。米国居住者には、133,593件(48.1%)
の通常特許が2013年に付与された。 

　外国居住者対する通常特許付与は、日本在
住者に対して51,919件(または36.0%)であっ
た。この数字は、米国通常特許合計付与件数
の18.7%に相当し、2012年から1.2%減であ
った。（注：件数では2.5%増）合計通常特許の
割合では、日本に続いて、ドイツ(10.7%)、韓
国 (10.1%), 台湾(7.7%),、カナダ (4.5%)であ
った。上位10カ国には、フランス(4.2%)、中国
(4.１%)、英国(4.0%)、イスラエル(2.1%)とイ
タリア (1.7%)が含まれる。2013年の活発な国

（500以上の通常特許が付与された国）は、
インド、スエーデン、スイス、オランダ、豪州、フ
ィンランド、ベルギー、オーストリアを含む。

　米国の州では、カリフォルニアが2013年もリ
ードして、普通特許36,193件、米国居住者へ
の全体付与件数の27.1%に相当する。この数
値は、米国通常特許付与件数の13.0%に当た
る。通常特許付与の他の主要な州は、テキサ
ス（3.3%）、ニューヨーク(3.1%）、マサチューセ
ッツ（2.3%）、ワシントン（2.1%)、ミシガン（1.8%)
、ニュージャージ(1.7%)、イリノイ（1.7%)である。 

　米国政府機関に2013年に公布された通常
特許は前年から増加した。合計1,031件の通
常特許が米国政府機関に付与され、2012年
から39件の増加である。海軍が再びリードし
て、政府機関への付与通常特許で最も高い割
合を示し、38.7%、続いて、陸軍15.0%、保健社
会福祉省13.2%、NASA（航空宇宙局）5.0%、と
農務省4.2%である。 

　PCT申請は、2013年には、205,300件と
5.1%の力強い増加があり、中国 (+15.6%)、
米国(+10.8%)、スエーデン(+10.4%)が増加
し、相殺するミックスの実績は、韓国 (+4.5%), 
フィンランド(-9.6%)、日本(+0.6%)で見ら
れ、カナダ(+3.4%), 豪州(-6.2%)、EU各国
では、スイス(+4.2%)、スペイン(+3.1%)、オ
ランダ（+3.1%)、フランス (+0.6%)、イタリア
(+0.3%)が伸びた一方、ドイツ (-4.5%)と英
国(-0.6%)では減少した。、引き続き米国がＰ
ＣＴシステムの最大の利用国で、57,239件を
出願、続いて、日本43,918件、中国21,516件、
ドイツ17,927件、韓国が12,386件を夫々2013
年に出願した。.
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建築セットが、面白いものを建築したり、創造する
ために必要なツールを若い発明者にを与え、空間
スキルを磨いて、自信を鼓舞し、百万人のガール
にエンジニアになると信じさせます。ただ、まだ知
らないだけです。GoldieBlox は、そうなるための

方法を示すこと
が出来ると考え
ています。
「むしろ私たち自

身で建築しまし

よう。」

昨年、GoldieBlox

は 、 3 人 の 小 学

生の年齢のガー

ルがピンクのド

レスを着て退屈

そうに演じて、歌

っているのが映

っ て い る テ レ ビ

スクリーンが色

あせているビデ

オ を ウ ェ ブ サ イ

トに載せました。ビデオの中で、若い視聴者がＴＶ

から離れて、自らデザインをして作り上げたRube-

Goldbergタイプのデバイスを動かします。発明は、

家の中を風が吹く抜けるような反応を誘発して、ガ

レージの外へでて、庭を回って、中に戻ってきて、

ティーポットをひっくり返し、ラバーボールを勢い良く

飛ばし、およそ100ステップ、数十メートル移動する

というものです。リビングの天井近くのワイアを動か

し、リビング中をスイングするスキレットを解き放ち、

さらに不愉快なＴＶを消す建築オモチャをひっくり返

して終ります。

バックグランドミュージックは？ビースティーズの

1987年の曲「ガールズ」です。しかし、（バンドは、曲

は、「皮肉をこめた歌」を意図したものだと言ってい

たけれども）オリジナルのビースティーズの歌詞は

女性を侮辱するものでしたが、GoldieBlox の宣伝

の歌詞は GoldieBlox が書き直したもので全て、女

性のエンジニアリングの能力について語るものでし

た。 

ビデオが意図した唯一の予測された反応は「ガーー

ル･パワー（Grrrrl power!）」でした。

バンドは面白がらなかった。

ビースティーズは、自分達の歌が宣伝で使われるこ

とを認めませんでした。特に、バンドメンバーは宣伝

は曲｢ガール｣の著作権を侵害し、GoldieBloxの宣伝

は｢公正な使用｣の法的権利の下での責任を免れな

いと主張しました。¬GoldieBloxはカリフォルニア州

の連邦地裁に法的措置を取ることで対抗し、裁判

所にGoldieBloxはビースティーズの著作権を侵害し

ていないと宣言すること、GoldieBloxに対する著作

権を執行することをビースティーズに禁止することを

求めました。

スペースシップを作るための少女
新しいアプリをコードするための少女

知ることで育つ少女
エンジニアができること

少女達に本当に必要なのは少女が全て
そんな少女をスピードアップするために

あります
私達の機会は少女です。

少女を軽んじてはいけません。



最近、High Point Designs LLC 対 Buyers Direct, 

Inc., の訴訟において、連邦巡回控訴裁判所は、デ

ザイン特許を無効にすることを狙い、｢自明性｣は、

通常の観察者(Ordinary observer)」ではなく、むし

ろ「通常のデザイナー(Ordinary designer)」の視点

から決定されなくてならないことを支持した。High 

Point 判決は、Durling 対 Spectrum Furniture 

Co., 101 F.3d 100, 103 (Fed. Cir. 1996)のデザイ

ン特許の自明性規準を明確にするものであった。

それは、International Seaway Trading Corp. 対 

Walgreens Corp., (2009)を含めた仲裁訴訟では未

決定のままであった。｢通常のデザイナー｣規準の自

明性は、2つのデザインが「通常の観察者」によって

本質的に同じであると判断されるかどうかを訊ねる

デザイン特許侵害に対するテストとは反対の立場で

ある。E.g., Egyptian Goddess, Inc. 対 Swissa, Inc. 

(2008).このような通常観察者侵害規準はApple対

Samsung のデザイン特許侵害に関する評決におい

て、10億ドルの損害賠償をもたらした。

自明性に関する通常特許の無効テストはKSR Int’l 

Co., 対Teleflex Inc. (2007)訴訟において最高裁に

よって決着が付けられた。KSR規準は、直接的には

デザイン特許の侵害評価に適用されなかったのは、

おそらくKSRガイドラインを基にして考慮する記載ク

レームがデザイン特許にはないからであろう。代わ

りに、デザイン特許は許諾された特許描画だけを視

覚評価に考慮する。

High Point およびDurling は、｢誰にとって自明か」

について、無効に関する疑問を以下のように論じ

た。 

第一段階において、裁判所は、(1)全体として特許デ

ザインによって生み出された視覚的印象の差異を

正確に認識することと、(2)基本的に同じ視覚的印象

を生み出す唯一の参照があるかどうかを決定するこ

と、これらの両方を行うべきである。続いて、第二段

階として、「自明性分析に存在する究極の疑問は、

クレームデザインが、関係するその種の物をデザイ

ンした通常の技術を持つデザイナーにとって自明で

あったかどうかである。

自明性無効規準に関わらず、米国デザイン特許

は、適度に迅速で、広い範囲で、費用も少なく許諾

される可能性が高い。一つの製品を幾つものデザ

イン特許でカバーすることも可能である。加速審査

によって、デザイン特許は早ければ45日で保護さ

れ、さらに米国法の下、デザイン特許侵害は、原告

の実際の損害に加えて、侵害者の利益の100%とい

う付加的損害カテゴリーに至るまで所有者に権利

を与える。 

米国デザイン特許は、容易に、費用も安く獲得でき

る莫大な価値のある知的財産関連の資産である。

幸い、ラッケンバック･シーゲルではこの分野におけ

る特別とも言える程の実績を挙げ、驚異的な数のデ

ザイン特許を引き受け、保護に成功、公にも高い評

価を得ております。

特許　・　商標　・　著作権
Patent                     Trademark                    Copyright 

誰にとって自明？ 
OBVIOUS TO WHOM?

デザイン特許自明性規準
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ソーシアルメディアは直ちにストーリーを取り上げ、

前年に亡くなったバンドの創始者が、自らの遺書に

手書きでバンドの如何なるミュージックも宣伝に使

われてはならないとする項目を付け加えていまし

た。さらに、（死亡したバンドメンバーの代理人と共

に）反訴要求を起こした2人の

バンドメンバーは今では成

長して、1987年の「ガール｣

の歌詞に反映されているよ

うな彼らが抱いていた疑わし

い反女性の視点を全て明ら

かに修正しました。

興味深いことに、疑惑の｢正

当使用｣についての攻撃を強

調する情熱はおそらくは、関

係するビースティーズ自らに

著作権侵害の疑惑が浮上した

ことと関係しているのでしょう。

バンドメンバーは、1989年のア

ルバムの中の「samples」のバ

ンドの使用について継続中の

法的係争に関係していました。

新しい曲の中の断片を使用す

る「sampling」は著作権侵害と裁定されました。判事

の一人は、「汝は盗んではならない」と表現していま

す。色々な理由から、GoldieBloxはビデオからミュー

ジックを取り除いて、裁判所に訴訟を却下すること

を要求することなく、バンドに文書で謝罪しました。 

和解

バンドは謝罪に満足せず、著作権侵害、商標侵害、

嘘偽宣伝および不正競争を含めて、GoldieBloxに

対する反訴要求を起こしました。しかし、GoldieBlox

と バ ン ド は 今 年 初 め に 互 い の 係 争 に 和 解

し、GoldieBloxはバンドが指定する慈善団体に多額

の寄付をすること、GoldieBloxのウェブサイトで再度

謝罪することで合意しました。 

誰が正しかったか？

バンドが裁判で勝訴することは全くもって確かでは

ありませんでした。バンドは、｢ガールズ」のミュージ

ックを｢マーケティング｣に使用しているGoldieBloxの

ビデオは、著作権侵害の例外｢正当な使用｣に該当

しないと主張しました。しかし、商業的使用が、「正

当な使用」が著作権侵害を構成するかどうかを評

価するために使われた唯一の因子でした。正当使

用を決定するために裁判所は4つの要因を考慮し

ます。

1.　真に新しい作品を創造し、使用が商業的性質

あるいは非営利教育目的であるかどうか、使用の

目的が｢変形的」かどうか、変形的作品が創造性

を奨励する著作権の法の目的と一致するかどう

か。 

2.　例えば、著作権の有る作品の特性、事実を含

むか、あるいは創造的、芸術作品であるかどう

か。 

3.　部分が｢作品の本体」であるならば｢正当な使

用｣の判断に対してコピーの量がたとえ少ないとし

ても、全体として、著作権の存在する作品に関係

して使用される部分の量と実質性、

4.　潜在的マーケットとあるいは著作権の存在す

る作品の価値に関する使用の影響、新しい作品

は代替品であるので、オリジナル

作品の代わりに侵害作品の販売

は要因として含まれるが、しかし、

例えば、オリジナル作品の魅力を

減らすことに有効なパロディーの

ような新しい作品ではない。 

コピーが「正当使用」に該当し得

る場合は？

最近のある訴訟で、最高裁判

所を含めて、裁判所は、単に使

用が商業的であるかどうかで

はなく、作品の｢変形的｣性質

に焦点を当ててきていました。

例えば、1994年の訴訟で、米

国最高裁は、人気のあるRoy 

Orbisoの歌「Pretty Woman」

のパロディーが｢正当な使用｣

の例外に該当すると裁定してい

ます。裁判所は、ありきたりのオリジナルを「冷笑す

る意図は明確」で、「Orbison の歌がなんと人当たり

の良い、平凡である｣かを示しているので、新しい歌

は｢変形的｣であると決定しました。著作権法は明確

だと裁判所は述べました。「作品が商業的か非営利

的教育目的かは、目的と特徴を調べるための第一

の要因の単なる一要素である。」

それで、GoldieBloxに対する反訴要求において、ビ

ースティーズが優勢であったかどうかは明らかでは

ありません。大人の女性になる前を表現する新しい

歌詞をつけたGoldieBloxのビデオが｢変形的｣であっ

て、従って著作権法の｢正当な使用｣の例外と決定

できたでしょうか、しかしおそらくそうではないでしょ

う。

安全に遊ぶ方がより良い。 

大部分の良識的な訴訟のように、GoldieBloxは、ビ

ースティーズに対して弁護にかかる半端でない費

用、結果の不確かさ、そして又は巨額の損害賠償

に直面する可能性によって、怯んでしまったのかも

しれません。ストーリーの教えた教訓は、たとえ、パ

ロディー、あるいは極めて変形的であると指摘され

ると思われたとしても、宣伝には誰のものであれ第

3者の内容を使用するための許可を得ることが間違

いのない優れた手続きだということです。貴社の販

促材料が全てオリジナルでないならば、訴訟の危

険があります。

正当使用評価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 

ウェブサイト謝罪

ビースティーズ様に対する如何なるネガティブ

な影響について心から陳謝致します。知的財

産のエンジニア、ビルダーとして、自らの作品

が敬意をもって取り扱われることが芸術家の

希望であると理解致しております。ビデオでバ

ンド様のミュージックを使用する以前にバンド

様にお会いすべきでした。今後は、いかなる

販促についても、前もって適切な権利と許可を

確保し、いかなる他の若い企業様におかれて

も同じような手続きをされますことをご忠告申

し上げます。
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特許の国のアリス
Alice in Patent-land

ソフトウェア特許がウサギの穴を下って行く
Software Patents  Down the Rabbit Hole

アリスの影響はどんなに圧倒的か？
How Daunting is the impact of Alice?

アンドリュー・ヤング　Andrew Young

米国連邦最高裁判所は、2014年7月、Alice Corp. 

対 SLS Bank Internationalの訴訟においていくつか

のソフトウエア特許を無効とする全員一致の判決を

下した。アリス特許は第三者が「中間和解」リスクを

軽減するためのコンピュータ実施ソフトウェア方法

に関するものである。裁判所は、クレームは不当に

広く、「ビジネスにおける中間リスクヘッジ」の基本

的な実施をクレームしており、特許法101条で禁止

する抽象的アイデアであり、一般的なコンピュータ

ハードウェアの機能を使うものだとする判決を下し

た。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 Wonderland）

の中で、アリスは白ウサギの後から、ウサギの穴を

下りてすべてのことが変わる不思議の国に行きま

す。2014 Alice Corp. 対 SLS Bank Interna-

tional の最高裁の決定によって、驚きの全て

が楽しいことではない新しい特許の国に間違

いなく来ている。

米国特許法101条は、特許可能な対象を次の

ように規定している。任意の新しい有用なプ

ロセス、マシーン、製造物もしくは組成物、あ

るいはそれらの新しい有用な改善を発明もし

くは発見した者は誰でも、それ故に対象の条

件と要求事項に従って特許を得ることができ

る。

この規定に基づいて、米国最高裁は、自然法

則、物理現象あるいは抽象的アイデアの特許

を拒絶した。アリス判決は、「一般的なコンピ
ュータについての単なる記述は特許性のな
い抽象的アイデアを特許性のある発明に変
換できない」という新しいルールを確立した。
代わりに、少なくとも、特許性がある発明とす
るには既存の技術プロセスを改善する必要
があり、コンピュータ上での抽象的アイデアの
単なる実施であってはならない。最高裁は、
語句「抽象的アイデア」の定義を拒否した。ア

リス訴訟および関連する裁判所の決定に従えば、

抽象的アイデアには、もともと存在する人の行動、

精神機能、抽象的知的概念、基本的な経済的実

施、人の行動を組織化する方法、および数学的関

係事項が含まれる可能性がある。 

アリス訴訟の決定は如何に重要か？

この9月、被告：ディズニー、セガ、エレクトロニック･

アート（EA)は、唯一、最初の弁論とアリス訴訟の決

定に基づいてカリフォルニア連邦裁判所から特許

無効決定を獲得した。被告は、費用効率の高い、自

動的にコンピュータが口唇と顔の表現を生み出す3

次元のキャラクター用のアニメ技術を含む併合侵害

訴訟に直面していた。被告は、自身類似の口唇同

調化に関する多くの特許と出願を所有している。双

方の訴訟当事者は、特許の取得に多くの投資を行

い、特許損害は重大なものであった。被告は、抽象

的なルール設定に関するアリス規準の下で弁護す

ることは自ら所有する特許もまた無効にしかねない

ことを認識していた。 

裁判所は、101条を目的にして、クレーム単独で評

価することは不十分だという決定を下した。代わり

に、適切な発明的概念を特許が含むかどうか決定

する場合に、裁判所は従来の行動を評価しなくては

ならなかった。それ故に、裁判所は、クレームの言

語は、「実現可能で具体的」であると思われるとする

一方、該当分野で以前から使われている「良く知ら

れた、繰り返しの従来の活動は特許性のない自然

法則[あるいは抽象的アイデア]を特許性のある出

願に変換するために通常は十分でない」という決定

を下した。

途中で助けはあるのか？

アリス訴訟に対応して、2014年6月25日、USPTOは

101条の下で任意の種類、特にコンピュータで実施

される抽象的アイデアについての抽象的アイデアに

関する仮審査ガイドラインを公布した。ガイドライン

は、アリス分析は、従来のガイドラインは抽象的ア

イデアを含む製品クレームに別の分析を適用して

いたのに対してクレームの全てのカテゴリー、例え

ば製品、プロセスクレームで使われるべきであるこ

とを確認した。ガイドラインは、同様に、「意味のある

方法に抽象的アイデアを応用する以上に人が工夫

した組立ブロックを統合する発明は特許性がある」

ことも確認した。 

 ガイドラインは、同様に、アリス訴訟と他の決定を

基に抽象的アイデアとされる一般的2点分析を設定

した。第１点：クレームが抽象的アイデアに方向性

を有するかどうかの決定を必要とする。抽象的アイ

デアだとされる場合、第2点は、クレームが抽象的ア

イデア以上に有意に多くの事柄を達成しているかど

うかの決定を必要とする。 

有意に多くのものを満たすことに、十分であると考

えられるクレームの制限は、（i）別の技術あるいは

技術分野での改良、(ii)コンピュータ自体の機能の

改良あるいは(iii)技術環境における抽象的アイデ

アの一般的な関連性以上に意味のある制限、を含

む。有意に多くのものを満たすには、不十分である

と認められるクレームの制限は、(a)応用あるいは

実施の段階を加えること、(b)従来の活動に良く知ら

れた繰り返しと共に、コンピュータの一般的な機能

を実施するために一般的コンピュータ以上のも

のである必要性がないことを含める。

新しい国での示唆

業界、研究大学、発明者は、イノベーションに

拍車をかけ、資金を調達し、市場にアイデア

を持ち込むためには強い法的保護を必要とす

る。アリス訴訟に引き続く判例が生み出した不

確実性は、裁判所がその他の抽象的アイデア

を根拠に特許を無効にし始めるかもしれないと

いう恐れが生まれている。有効性の不確実性

は、研究開発投資、ビジネス戦略への変更、

ライセンス関係の見直しや取消に影響を与え

る。 

まとめ

アリス訴訟は、すべての技術分野においてソ

フトウェアを使った方法とシステムに直ちに、

ネガティブな影響を与えた。拡張101条規準の

下、USPTOは、現在保留中の出願に取り組ん

でいて、新しい審査ガイドラインを公布すると

共に、付与前許諾通知を取り消した。ソフトウ
ェアおよびコンピュータ関連方法とシステムの
特許出願の書面記載は現在、米国審査菅によ

るアリス・チャレンジに対抗するために極めて強く
強化されたものとする必要がある。ソフトウェアのク
レームを追求するならば、発明が既存の技術プロ
セスを改良するものであって、コンピュータによって
単に実施されるものではないとする書面記載とク
レームによって特許性を確保する必要がある。最後

に、ビジネスは、自らの既存のソフトウエア特許の

強さと価値を再度考慮しておく必要がある。ソフトウ

エアに過度に依存しているビジネスの評価は、今、

冷静な検証が必要とされている。

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

アリス訴訟の決定はそれだけでは止まらない。

2014年7月8日：ニューヨークの裁判所は、オンライン・ダイ

エットシステムの特許を無効にした。

2014年7月12日：ワシントン上訴裁判所は、複数のユーザ

ーのデバイスに転送する場合にデジタル写真の外見を保

つアイデアに関する特許を無効にした。

2014年8月8日：特許庁と特許審判部は、審査中のクレー

ムが新しい101条の解釈の下では、特許性がないことだけ

でなく、おそらくそれ以上の決定を下す方向で金融取引お

よび詐欺を抑制する全体性を保護する特許Covered Busi-

ness Method (CBM)の検証を始めている。

2014年8月26日：ワシントン上訴裁判所は、Bingoのコンピュ

ータ関連ゲーム特許を無効にした。

2014年9月3日：テキサス裁判所は、消費者報酬ポイント

を、ある小売店から別の小売店に移すためにコンピュータ

を使う特許を無効にした。



したり、スキャンしてプリントすることは直接的侵害となります。¬例えば、人が実

際に製品を作って売ることが出来るようなホームページwww.Shapeways.com　

が特許発明を作ったり、売ったりすれば、特許侵害に対する責任を負う可能性

が出て来ます。さらに特許侵害は侵害された特許について

知っていることを要件としていないので、執行はより直接

的です。さらに、著作権と異なり、保護された発明の「誠意

ある使用」に対する例外を認めていません。しかし、それ

でもメーカーは、自らの顧客である、侵害者個人を訴える

ことにはジレンマがあります。

解決方法 

スケールの大きな営利目的の偽造品と闘うことは、偽造

品が容易く、移動的で、安価で、隠れているので困難で

す。¬さらに、特許や著作権で保護されているデザインを

3Dプリンティングしている個人に対する法的措置は、音楽

出版者がミュージックをダウンロードしている十代の若者

を追跡して学んだように、極めて困難で、報いのないもの

かもしれません。メーカーは、3Dプリンティングが家庭単

位の侵害事業となる前に、自らの製品をどのようにして保

護するかを考慮しておくことが賢明といえます。 

特許や著作権でカバーされていてもいなくても、メーカー

は、もし、十分に保護された権利が侵害されているなら

ば、www.Thingiverse.com や www.Shapeways.com のよ

うなホスティングサイトに対して自らの権利の執行を求め

ることができます。iTunesが音楽産業のために実際上ウ

ィンウィンであったように、一使用単位で製品のプリント可

能なデザインファイルを手ごろな価格でライセンスして販

売するのと同じような方策は、自らの知的財産をカバーす

るコントールをメーカーが行えることを可能にします。顧客

安全性問題もまた、3Dプリンティングを複雑にする可能性

があります。ウオルストリートジャーナルに Mattel が語っ

たように、メーカーは家庭の3Dプリンターでプリントされた

製品が安全性規準を満たしていることを確認できません。

メーカーは、顧客に3Dソフトファイルを販売しようとする前

に、その問題を解決しておくべきでしょう。

３Dプリント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

ーは、プリンターによっては1、000ドル以下で売られていて、大概は違法である

けれども、個々の消費者が消費者製品をコピーしたり、プリントすることができ

るので、3Dスキャンとプリンティングは容易く、特許あるいは著作権のあるデザ

インをコピーする方法になります。

法律上の問題 

　革新性と投資を必要とした製品が家庭のコンピュータで

スキャンされ、プリントされます。しかし、偽造品をトレース

する技術によって止められる贋金とは異なり、極めて多く

の製品のデザインをこのようにして保護することは不可能

です。よって、著作権、デザイン、通常特許でスキャンされ

たデザインをカバー出来たとしても、法的執行を行うことは

極めて困難なことです。音楽産業が音楽ファイルの共有

が増殖した時にどのように対応したかを学ぶことは重要な

教訓となります。多くの著作権所有者は、末端利用者、顧

客、多くの場合子供を訴える幅広いキャンペーンを始めま

した。

著作権 

　従来のようにして製造された侵害製品に関して、メーカー

は、侵害者を訴えることで著作権で保護されたデザインを

保護することができます。製品によっては、著作権保護に

は制限があります。なぜなら、概念やアイデアは保護され

得ないからです。しかし、製造メーカーが著作権を執行す

る場合に常に存在するハードルを克服できるならば、著作

権が分離可能部分あるいは「有用」でなく保護可能である

製品の概念をカバーすることを主に示すことで、大なり小

なり主張する著作権の侵害者を阻止できるはずです。事

実、侵害製品を作っている3Dプリンターを使っている営利

当事者に対して法的措置を取ることは、任意の侵害競争

相手を訴えることと何ら違いはありません。しかし、大多数

の企業はおそらく自身の顧客をターゲットにすることには

躊躇いがあるでしょう。

 

メーカーは、同時に3Dのデジタルファイルを保護すること

も可能です。建築物デザインのような、プリンターで使用さ

れる著作権でも保護され得るようなデザインファイルのプ

ロデューサーに対する法的措置を企業は取ることができる

かもしれません。しかしながら、CADファイル（MP3のような）

ものは容易に移され、コピーされてしまうので困難です。

 

特許 

　特許は、有用な物品、同様に装飾的デザイン、多くの製品は特許とデザイン

特許の両方で保護することができます。特許でカバーされている製品をプリント

開発時間とコストの削減
Cutting Development Time and Cost                                                     

侵害におけるコストは？
Infringement at What Cost?

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

何でも・・・・・プリントして  Printing.....EVERYTHING? １ページからのつづき 

３Dプリンターはどのように
して機能する 

3Dシステムの創始者、チャッ
ク・ハルの1986年に遡る特許
が、液体プラスティックの連続
的薄層を固化させるために紫
外線をビームを使用する3Dプ
リンティングあるいは「立体リ
ソッグラフィー」を生み出した
のは明らかです。3Dプリンター
は通常の（2次元の）プリンタ
ーと全く同じように動作します。
インクジェットプリンターは紙
の上にインクを吹き付けます
が、3Dプリンターは材料、通常
はプラスティック、層の上に層
を積上げて行きます。プリンタ
ーは、600dpiと同じプリント解
像度に等しい正確さで紫外線
に曝すことで硬くなるポリマー
を連続的に積層していきます。
プリンターは連続層を作り上
げ、層が融合して、さらに加工
された目的物は、必要な処理
が施され、硬化されます。
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特許　 ・ 　商標　 ・ 　著作権　 
                        Patents                                     Trademarks                               Copyrights                                            



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7

ドメイン名  ・  インターネット ・ 広告法
                       Domain Names                                    Internet                                        Advertising Law  



特許の続き
More Patents 

8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。 



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



マリー・メシー 　MARY MESCHI 

学歴：クイーンズ・カレッジ

認定パラリーガル

ラッケンバック･シーゲルに

入所する以前、パラリーガ

ルとしてほぼ20年間ニュー

ヨーク市内の法律事務所

に勤めていました。ラッケ

ンバックで、マリーは、使用

証明書類の申請、効率的

な更新、見本の取得など、

登録後業務を遂行し、事務

所の商標弁護士から信頼されています。マリーは、特

に偽造品や模造品が小売市場に溢れるような時に、

所有者が、訴訟や差し押さえのための根拠として大き

く依存している登録権利に関して、責任を果たし大い

に感謝されています。また、企業名、会社の現状、登

録後の一覧管理、委任状、住所変更を含め、登録文

書全ての電子出願の補助業務も行っています。マリ

ーは、しばしば、専門店やデパートの化粧品売り場な

どから、使用見本の証拠を探し出し、市場で巧みに手

入れたり、文書廃棄、侵害製品の購入などを行ってい

ます。 

個人的には、Burke Rehabilitation Hospitalの付属施

設で積極的に活動し、 Antique Automobile Club of 

Americaとincoln Zephr Clubの会員です。

ジーナ・カンセラ
ロ　GINA CANCELLARO 
学歴：認定パラリーガル、

アシュオースカレッジ卒、

心理学学士、アシュオー

スカレッジ、ニューヨーク神

学校、聖書研究、神学士

（BBS)

国際商標パラリーガルとし

て、15年以上の経験をも

ち、グローバル商標ポー

トフォリオの実行と維持に責任をもっています。外国

商標出願、反論書の作成に加えて、関連する文書と

譲渡書の実施関連を担当しています。世界は、永久

に変わり続けます。そして、ラッケンバックのクライエ

ントが登録を希求し、維持しつづけている、ほぼ世界

150カ国の商標法も変わり続けています。ジーナはこ

れらの変化に遅れることなく、部門の弁護士に注意を

促し、適時にクライエントにアドバイスをしなくてはなり

ません。世界中の連係法律事務所を結ぶネットワー

クに入って業務を行い、夫々に異なる法律、規則、手

順を有する諸外国における譲渡書類の記録、企業合

併、事務所のクライエントの組織名、住所の変更など

を含め、密接に関与しています。 

仕事を離れては、ジーナは写真（好きな写真家

は、Ansel Adams, Vivian Maier, Saul Leiter）に情熱を

燃やし、時間が許せば、ヨガ、古典文学、記録フィル

ム、Pinterest（ウェブアプリケーション）を楽しんでいま

す。

ジル・ワイス 　JILL 
WEISS

学歴：ハートフォード大学：

文学士、マーシー・カレッ

ジ ： パ ラ リ ー ガ ル 研 究 認

定、ウェストチェスター・コミ

ュニティー・カレッジ：IP法

10年よりずっと前は、ジル
は、Bayer Corporatioと２
箇所の法律事務所で知的

財産法についての業務経験を積んでいます。米国商
法の新規出願、使用延長願い、一覧の準備、現状報
告と、新規出願のための商品/サービス関連業務に
責任を果たしています。クライエントの疑問に応えて
ファイルを徹底的に調べ、所有権問題を解明し、使用
出願歴を明らかにすることは、ジルにとって特別なこ
とではありません。ラッケンバックの米国内商標部門
は、数千のクライエントをサポートしていますが、ジル
は訴訟問題、米国手続きに関連してクライエントの皆
様とコミュニケーションをとっています。ジルは、日常
的に、年次会議のアジェンダの作成、事務所が発行
するアラートやニュースレターの作成に携わっていま
す。そのスキルによって、ジルは事務所でパラリーガ
ルとしてのクライエントサポートを行い、商標の維持と
実施業務を担当し、さらには所内の弁護士や各部門
間の連絡業務を担当しています。 

事務所の外では、熱烈なロッククライマー、ハイカー、
アウトドア活動家、カラオケバーでは歌を聞く方ではな
く、クラシックギターを弾き、ペットの環境問題をサポ

10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。 

全てが相互に接続している！
Everything is Interconnected!

　　

身の回りの製品のインターネット 
The Internet of Things

もし、自分の薬棚からアスピリンや歯磨きが無くなりそうな

時を教えてくれることを願ったことがあったなら、身の回りの

製品のインターネット（Internet of Things)「IoT」、対象物とデ

バイスがインターネットを通して通信することを歓迎すること

でしょう。オモチャから冷蔵庫に至るまで所有物には、ユニ

ークなIPアドレス割り当てられて各対象物を特定する電子機器が取り付けられます。

これらのデバイスがインターネットを通して互いに通信することが出来るようになると

き、じゃじゃーん、身の回りの製品のインタネットだ。

IoTはここにすでにある – 電話がコンピュータからの情報を追跡し続け、交通渋滞の

道路状況を教えてくれたり、嵐が近づいていたりすると警告してくれます。わざわざ店

に行かなくてもレンタカーの会社は、お客さんの最も近い場所を指定、予約をして、車

を受け取ることができるようにしてくれます。現在、そこまで来ているIoT応用は、直接

医師と通信する心臓のモニターがあり、街灯の明るさ、熱と光のシステムと汚染コン

トロールを調節するために天候やその他データを利用す省エネデバイスなどの分野

があります。エンジニアは橋やビルのストレスや損耗、さらに大衆の安全を脅かす要

因を連続的に監視できます。ベイビーモニター「ワンシー（onesie)」は寝ている乳幼児

の息遣いや活動レベルを測定し、別の部屋に情報を送ります。IoTは、(システムの）

下流の装置からデータのフィードバックを受け自動的に調節を行うためのプロセスと

設定を可能にすることによって製造が効果的に行えるようにします。 

安全性の課題と法的問題 - IoTは多くの法的な係わり合いをもっています。製造に関

していえば、企業秘密が容易に盗難にあうことになります。消費者製品は、収集と悪

用に繋がる転送からデータを護るためにも悪意のある攻撃から護られなくてはなりま

せん。あるブロッガーが指摘するように、コーヒーメーカーはコンピュータと同じように

保護される必要があります。最近のIoTへの攻撃では数10万のスパムコミュニケーシ

ョンを作り出し、家庭のルーター、スマートTV、冷蔵庫ですら、家庭製品など10万点

以上のアイテムがハイジャックされました。データが会社(あるいは政府機関)によっ

て収集された場合、情報源である消費者は自身のデータに権利を有しています。由

々しき潜在的問題は、数百億と見積もられる、気の遠くなるような数のIPアドレスを割

り当て、追跡することが必要になる現行システムの変更で、無限の数の所有物に割

り当てられる可能性があり、各｢スマート｣対象物は他の対象物と共に情報を集め、送

信することが出来ることです。メーカーは、検知と送信システムに関連する技術を保

護するためのライセンスを得る必要があり、莫大な量のデータを収集し、管理、送信

するソフトウェアアプリが知的財産保護に利用可能です。データ自体はおそらく所有

物かもしれません。

そんなに早くは無い… -　 法的保護が無く、車や医療器具から歯磨きや薬品棚に至

るまで全てのメーカーは、IoTのリスクは、IoTの効果と生産性の利益よりも大きいと

判断するかもしれません。その時、エコノミスト誌のBabbageは、身の回りの製品のイ

ンターネットは無(意味）のインターネットであることが分かるかもしれないと、最近予

測をしていました。 

伝説 - IoT はスマートソーダマシンで始まりました。ある大学のコンピュータサイエン

ス部の学生が、好きなソーダが無かったり、冷えていないことを知ることだけのため

に遠く離れた自動販売機にとぼとぼと歩いて行くことに疲れてしまったのです。学生

プログラマーが、中身の補充と自動販売機の温度を追跡し続けるマイクロスイッチを

販売機に取り付け、インターネットに接続し、それによって、誰もが、何が販売機にス

トックされていて、冷えているかどうかを廊下を歩いて行くことなく知ることが出来たの

です。 



　今年6月の第8巡回裁判所の In re In-
terstate Bakeries に関する決定は知的
財産法の最も困難で未解決の謎の一
つ：商標と他の知的財産に関する倒産
訴訟の影響に再び注目を集めた。倒産
法の下、ライセンサー/債務者は未履
行の契約をある当事者に反して「(ライ
センスを）拒絶」することができ、他の当
事者の契約権を疑義のあるものにし、
しばしば法的な混乱をもたらしている。
商標や他の知的財産はしばしば不履
行のまま保持され、完全には実施され
ないか、保留とされ、倒産法の下では、
債務者にとって抜け穴、ライセンシーに
とっては悪夢となる。 

　 モ ン タ ナ 州 下 級 裁 判 所 の 裁 定
は、Interstate Bakerie が拒否した、ライ
センサーのビジネスの大きな販売の部
分を占め未履行契約ではなかったロイ
アヤルティーフリーライセンスを有効と
した。第3巡回裁判所は、ライセンサー/債務者のビ
ジネスの販売に従って供与された無期限のロイヤ
ルティーフリーライセンスは未履行でなく、In re Ex-
ide Techs (2010)に対して 債務者の倒産によって「
拒絶｣され得ないと、同じ考えに基づき裁定した。 

　これらはビジネス販売取引の一環としてのライセ
ンスに関してはある程度指針となるが、普通のライ
センス取引に間してはほとんど役に立たない。ライ
センスを目的とした未履行契約を構成することに関
しては、どの巡回裁の判決も明確な検証の規準と
はならない。さらに、巡回裁は倒産によるライセン
スの「拒絶｣の法的影響が実際に何をもたらすかに
関しては、まだ未決定である。従来からの長年の英
知は、ライセンサーが保証しない債権者の「列」に
委ねられ、拒絶により、通常、商標ライセンスは終
了すると教えてきた。第4巡回裁は、ほぼ30年前の 
Lubrizol Enterprises 対Richmond Metal Finishers の
訴訟において、拒絶ライセンスに従属する知的財産
のライセンシーの使用権は拒絶によって失効する
と裁定した。議会は、倒産法に365(n)条を加えるこ
とで対応し、倒産した場合にライセンス権を知的財
産ライセンシーが保護出来るようにするものである
が、その条項には「知的財産｣の定義から商標が除
外されている。従って、拒絶された著作権や特許は
ライセンシーの権利を奪うことにはならないが、倒
産に際して商標ライセンスの拒絶は、ライセンスの
下でビジネスを続けるライセンシーの権利を失うと
多くの場合裁定されている。 

　しかしながら、2012年第7巡回裁は、Sunbeam 
Prods. 対Chicago Am. Mfg.の訴訟において、倒産
時のライセンサーによる商標権の拒絶はラインセン
スを終了させるものではないと、Lubrizolの申立を却
下した。拒絶は、ライセンス期間中依存してライセン
シーに終了する可能性を示しつつ、ライセンサーに
よるライセンスの破棄を選択したが、裁判所は、ラ
イセンサーの倒産にかかわらずライセンスの下でラ
イセンス商標を引き続き使用する権利をライセンシ
ーに与えた。 

　米国連邦裁判所はSunbeamの上告を棄却したの
で、連邦巡回裁に残された課題については判決が
分かれたままである。商標や他の知的財産ライセン
スの当事者にとって、舵取りを試してみる必要があ

年間最優秀発明
INVENTIONS OF THE YEAR

倒産とラインセンスの不確実性 
Bankruptcy and Licensing Uncertainty

謝辞
Acknowledgement Zone

アンドリュー・ヤング　
Andrew F. Young

デザイン登録、特許新案、
クライエントの文書化された権利を侵害
した品目の販売にリンクした数千のアリ
ババ (Alibaba) とタオバオ(Taobao) のウ
ェブサイトの閉鎖に成功して、中国にお

けるキーの宣伝イメージに対する著作権
を保護した先見の明に感謝する。

欧州特許庁 建築、セメントに結合し、変色を引き
起こす前に、太陽光で汚染物を酸化・分解する
ための光触媒酸化チタンを素材を取り込んだ自
己クリーニングコンクリート素材に発明賞を授与
し、.エネルギー供給を断つことで作用する疾病
原因生物中で増殖したマイコバクテリアの極め
て有効な阻害剤、「べダキリン（bedaquilline）」と
呼ばれる多剤耐性結核の治療のための医薬品
を表彰した。

CNN は、イメージ情報を集め、めがねとビデオ処
理ユニットに接続する外科的に体内に埋め込ま
れたアンテナと電子回路を経て視神経に情報を
送る網膜人工器官装置を表彰した。めがねには
ビデオユニットを経たイメージをインプラントに送
るカメラが装着されている。さらに、研究開発費
用１千万ドルを超える、直接人が制御することな
く、人にとって極めて危険と考えられる命を救う災
害救助作業を完遂する能力のある等身大のロボ
ットを表彰した。 

英国発明プロジェクト 医薬品治療上あるいは下
で使用される人工臓器の電子的制御に依存する
ことなく自動的に調整する現在、前臨床試験中の
体内に埋め込み可能な人口すい臓を表彰した。
 
ポピュラーサイエンス 歩くことで生まれたエネル
ギーを貯蔵電力に変換する靴の中敷を表彰し
た。新しい靴の中敷に、かかとを打つ動きを（回
転運動に）変換し、その回転で回転磁気モータ
が電流を誘導し、使用者の靴ひも上のリチウム
イオン高分子バッテリーパックを充電可能にす
る機械的部品を使用する。更に、液体空気を蒸
気に変化させ、輸送貨物の自然放熱で温まった
液体を-195ºCにするように極低温空気上で機能
する冷蔵トラックを冷やす冷凍エンジンを表彰し
た。熱交換器が、ファンと冷却材を冷やすコン
プレッサーを動かすピストンを起動する加圧
空気と同様に、内部冷却を行う。注目するこ
とは、システムの排気だけで空気を冷やすこ
とにある。
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　　　答は、決定的：おそらくね！  The answer is a definite: MAYBE! 
  
ジェフリー・ローリングス   
Jeffrey Rollings

る判決は、商標ライセンスをどの
ように特徴づけるかの知的な根拠
に沿って裁判所によって二分され
ている。拒絶により切られ得るラ
イセンサーからの連続した許可の
フロー、ライセンスの不履行の観
点から裁判所は検証し、倒産によ
って商標のライセンスはライセン
サー/債務者によって終了させら
れ得ると裁定する。別の裁判所で
は、上とは別に、権利の前移転、
一度移転が発生した非不履行契
約、より多くの同じ種類のものとし
て、ライセンサー/債務者が試み
た拒絶であるにもかかわらずライ
センスの下でライセンシーの権利
は続いていると裁定する。それ故
に、ライセンシーの観点からは、ラ
イセンス権の運命は、倒産したラ
イセンサーの居る地方次第で、お

そらく、資産がある司法管轄区の
破産裁判所の巡回裁によって決まってくる。 

　もちろん、破産はライセンスの問題だけに留まら
ない。ライセンサーによっては、ライセンシーの破
産宣言の時に不確実性に直面する。通常、破産法
は、交渉によるライセンス契約の非譲渡条項にか
かわらず、債務者あるいは管財人が不履行契約を
第3者に引継ぎ、譲渡することを認めている。知的
財産ライセンスに関しては、例外があるものの、多
少、限られている。破産法365(c)条は、適用非破産
法で第3者によるライセンスの下にある実施の拒絶
を認めている場合、非排他的著作権ならびに特許
ライセンスのライセンサーを債務者あるいは管財人
がライセンスを譲渡することから保護している。なぜ
なら、商標ライセンスは、ライセンシーの商品および
サービスについて品質管理を実施することをライセ
ンサーに要求しているので、商標ライセンスは典型
的な場合には倒産時に譲渡されない。しかしなが
ら、著作権ならびに特許に対する排他的権利を与
えているライセンサーにはほとんど慰めとはならな
い。さらに、ある連邦裁判所は、一般的に、排他的
ライセンサーを第3者譲渡から護ることを却下した。 

　まとめれば、知的財産ライセンスを交渉しようとす
る当事者は、倒産時に起こり得ることを注意深く心
に留めておかなくてはならず、倒産は潜在的に取引

の価値に重大なリスクを生み出すことを認識してお

くべきである。ライセンシーは、潜在的リスクについ

てできるだけ準備しておくために、難しい法律の領

域で有能な経験のある弁護士に助言を仰ぐことが

推奨される。例えば、特にもし、調査が、居住州の

法律がライセンサーの法廷州よりもライセンシーの

権利を保護するためにより有利であることを示して

いれば、商標ライセンスは、法廷地および法律の条

項に特別な注意を払っておくほうが良い。この問題

を連邦最高裁判所が解決するまで、各地の巡回裁

判所が商標ライセンス協定に間して、双方のサイド

で倒産後の権利に極めて重要な役割を果たし続け

ることになる。
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カナダ – 反対すべき新法 – 

地元の商標弁護士会は法1868に重大な修正を加

える新しい商標法に強く反対を表明しました。保守

的な政府は、「Economic Action Plan 2014」に基づ

き商標法を修正した。幅広い範囲の変更は、登録

前使用の必要条件を削除し、新しく国際分類システ

ムを導入します。反対派は、これまで登録に使用を

要件としない欧州のシステムを模倣することで、カ

ナダの現在の拒絶割合2%から欧州における現在の

拒絶率18%に指数関数的に増大すると予測していま

す。さらに、反対の根拠に、主たる根拠としてきた先

行使用を除外することに拠って確実性が更に減り、

より複雑になることを挙げています。使用が要件で

はなくなるので、商品･サービスの指定は非常に広

くなると予測されています。登録を確保するために

以前は必要条件であった使用要件がなくなることで

日和見商標略奪者の増加につながり商標トロール

が増えると予測されています。小さい問題ですが、

文化的に拮抗する変更は、該当司法管轄区では長

い間ユニークであったTrade-Markのつづりを、欧州

の2単語つづりから米国式の一単語に変更すること

です。 

登録に関して使用を基におくことを外すことは、カナ

ダ商標弁護士会と大企業が反対しており、憲法を

根拠に新法へ異議を申し立てることが考えられてい

ます。（ＩＰ弁護士国際連合開の副会長の）コメンテ

ーターはカナダの上院議員に対して、少なくともい

えることは、新法は、不安定化をもたらし、経済にと

って反生産的であると申し入れています。

中国 – 長い間待たされた新法 – 

中国の新しい商標法が5月1日に有効になり、これ

まで商標保護が弱いか存在しないと見なされてきた

中国における商標権が、他の国の知的財産の形態

と同じように、作り出される条項を含んでいます。修

正法は、商標登録と執行の両方に強い基準を設け

ていて、不誠実な商標出願の申請を禁止し、不誠

実に登録された商標に対する取消請求嘆願を申請

と同様に規定しています。新法の下では、出願審査

と控訴は9ヶ月以内に終了するとされています。法

律に関して潜在的に問題となる変更は、異議申立

が、最初の段階の商標庁の裁定で却下された場合

商標が登録に進む可能性があることです。言い換

えれば、商標庁が異議申し立てを却下した場合に

控訴が出来ないということです。 

修正法の別の条文は、これからは代理人が、自ら

のクライエントが海賊行為に関わることを助けるこ

と、更に不誠実な出願を請求することを禁止してい

ます。この禁止によって、海賊行為や登録を目的と

した不誠実な出願は、より一層減ることになるでし

ょう。加えて、音の商標が、これからは、3D商標、色

の組合せ商標と共に登録可能となります。修正法

は、商標庁が侵害を判断する際に混乱の可能性規

準を適用することを明白にしています。加えて、外

国の商標所有者は、これからは、直接の侵害者だ

けでなく幇助侵害者も追跡することができるので、

商標権侵害に他の者を助ける者も責任を持つこと

になります。さらに、法律は、計算できない損害の

場合賠償金額を最大約6倍、約５０万米ドルに増や

し、不誠実侵害の場合の懲罰的賠償を損害の3倍

まで出来ると規定しています。 

修正商標法は、商標の先行使用者に例外を認め

ています。先行使用を保護しようとする当事者は、

商標登録以前に該当する商標を使っていたことと、

その使用が登録者の出願の前であって、該当商標

が、｢確かな影響力｣を獲得していたことを示さなくて

はなりません。「確かな影響力｣の用語の範囲など

は、法律では規定されていません。従って、商標当

局の自由裁量に委ねられ、商標権の所有者は、新

しい例外によって、引き続き自らの商標を合法的所

有者として使用することができることを希望していま

す。

注目すべき展開 
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リビア – この司法管轄区の商標庁は、地方の政

治、市民の不安に反応していません。最近、商標業

務が強制的に閉められ、商標の新規申請を受け付

けていません。10月のアダラ祭休日明けに商標庁

が業務を再開することが期待されています。悲しい

ことに、地方の政治的問題と暴力による過去3年間

で2回目の閉鎖です。地元民とNTTO軍によるカダ

フィー大佐の暗殺の後、直ぐに商標庁は閉鎖され

ました。興味のあることに、商標庁が閉鎖された後

も、特許庁は閉鎖されませんでした。商標庁が閉鎖

されている期間、更新がどのように扱われるかは分

っていません

セイシェル – 4月現在、国会は、国の商標法をパリ

ならびにWIPO条約に準拠させ、WTOの会員となる

ことを決める法律を通過させました。-近々、有効と

なる新しい商標法では、希釈防止に関する良く知ら

れた商標を認識し、3次元の商標登録を可能にし、

トレードネームと同様、地理的指定を可能にしてい

ます。重大なことは、非使用ベースの取消が5年か

ら絶え間のない3年に短縮されたことです。登録は

出願日から10年間与えられますが、更新は以前の

14年間に代わって、7年間となります。

欧州連合 – 重要で本質的な法的ポリシーの変更

は、商標の白黒登録は自動的にカラー商標の表現

をカバーしないと、OHIMは自らのウェブサイトで打

ち出したことです。白黒の優先出願はもはやカラー

出願の優先権の適当なベースではないので、この

影響は重要で、使用証明に関しては、白黒で登録

された商標のカラーバージョンは実際に使用する

カラーが識別的に特徴のあるものでなく、カラーが

全体の商標の識別性の主要な態様でないのでな

ければ適当な使用とは認められない可能性があり

ます。この法律の立位置は、デンマーク、ノルウェ

イ、フィンランドの国内法とは矛盾して運用され、イ

タリア、フランス、フィンランドはそれぞれこの公式

理論の採用を拒否しました。なぜなら、大多数の企

業は白黒登録の商標を市場ではカラーバージョン

として実際に使用しており、多くの場合、カラー表現

の識別性の評価を基にしているので、極めて重要

なものです。

インド – 実質的な販売と評判が良くないにもかかわ

らず、商標審判部は「最初に市場に参入」テストと、

確立した2004年の最高裁の決定を根拠にして、地

元企業の衣服JONESの登録に対する Jones New 

York の反対を却下しました。地元企業は20年間イ

ンドで活気なく使用してきましたが、1997年以来世

界的に広く使用されてきた、Jones New Yorkはイ

ンドでは使用されていませんでした。この上訴法廷

は、小さくて散発的ではあるけれども、後から来た

大きなグローバル使用に対して、法的には地元の

実際の従来使用が最も優先すると認定しました。

韓国 – 韓国商標法のこの6月の修正は、有効とな

り、原産地として商標を｢容易に｣消費者が理解する

ことを示す必要はなく、第二の意味の証明に関して

登録するための識別性を欠く商標を認めています。 

新しい修正によって「容易｣な規準は除かれました。

有名な商標の識別性を潜在的に希釈する可能性

のある商標の登録を新法は阻止します。新しい不

当競争法の「包括的｣条文は、重大な投資から得ら

れる経済的利益を侵害する商標の使用を阻止し、

経済的利益に違反する当事者による、新しい「包括

的」条文に違反する登録商標の取消を5年以内は

可能にしています。本司法管轄区は、新しく、商標

インタネット使用ならびに消費者に間に混乱を来た

さない同意合意書を認定しています。

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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