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（本稿担当：弁理士･矢野公子）

は知識の教授」を指定役務とする商
標「習う楽しさ教える喜び」（不服
2000291）等があります。

昨年11月２日に米国がマドリッ

ことから出願時に現地代理人費用

ドプロトコルに加盟したことから、

が不要になる点でした。実際にマ

マドプロ経由による米国出願が現

ドプロ出願による大幅な費用節約

実味を帯びてきました。また既に

が実現する場合もありますが、米

国際登録をお持ちの方は、米国の

国を指定して１商標１区分マドプ
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事後指定を考えておられるかもし

ロ出願をした場合の費用は、日本
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通常の国内出願とさほど変わらな

【出願時の注意事項】

５．最後に

くなるようです。しかも拒絶の通

タグラインは、本来的には企業の

米国を指定国とする場合は、マ

報を受けて現地代理人を任命する

理念、方針等を表示する宣伝文句で

ドプロ用の共通フォームMM2の
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あると考えられますが、その一方で
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陳述書を添付しなければなりませ

リットを享受できるのは､ごく限ら
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れたケースではないかと思います。

ことも否定できません。
したがって、ブランド構築に重要
な役割を果たすタグライン等のキャ
ッチフレーズ的な標章を使用する場
合には、無用の紛争を回避するとい
うリスク管理的な側面からも、一般
的な語句で構成され識別性がないこ
とが明らか（その判断は困難と思い
ますが…）というものでない限り、
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記載されており、その提出は使用

【米国で登録された後の注意事項】

主義の米国で課される要件の一つ

通常の国内出願の場合は、米国

です。

の登録日から満５年から６年経過

【指定国･
米国に移行後の注意事項】

提出すれば良いのですが、マドプ

出願時に基礎となる日本国登録

ロ経由の米国登録の場合は、使用

あるいは出願の指定商品・役務を

証明書提出の起算点が国際登録日

直訳してマドプロ出願を行った場

になることに注意を要します。米

するまでに登録後の使用証明書を

商標調査による使用の安全性の確認

合は、米国の国内段階移行後に指

国に移行した後に拒絶通報を受け

や商標登録出願の必要性について一

定商品・役務の記載について拒絶

て対応に手間取ると、その分使用

考する必要があるのではないでしょ

の通報が発せられる可能性が高く

証明提出までの猶予期間が目減り

うか。

なります。使用主義の米国では、

するのです。既に米国で使用を開

日本式の「第９類

始している場合は問題ありません
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器具、電子応用機械器具及びその

が、薬剤やエネルギー関連のサー

部品」などの表記では広範過ぎて

ビスなどのように使用開始までに

認められないからです。

政府の認可や相当の準備を要する

「コンピュータソフトウエア」

ケースでは、折角マドプロ経由で

と記載した場合もソフトウエアの

米国登録を得ても、結局使用証明

具体的用途を明記させられます。

が提出できず権利放棄されてしま

拒絶の通報はWI
PO経由で出願人

うおそれがあるのです。

に届きますので、出願人は米国代

マドプロ経由で米国出願を行う際

理人を任命して対庁手続をせねば

は、以上の注意事項に鑑みて慎重

なりません。
ところで、マドプロ出願最大の

に検討する必要があるといえます。
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