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□ IPP活動報告2021年6月～9月

□ IPPよもやま話

□ 今月のテーマ「アプリと商標」

成長したい中小企業様をサポート

～横浜経営者倶楽部様のご紹介～

C O N T E N T S

一般社団法人横浜経営者倶楽部の飛山様とは、セミ
ナー講師として協力させていただいております。豊富なビ
ジネス経験から、IPO、資金調達、アライアンス支援事業
などをされておられます。気さくなお人柄が魅力的な飛山
様のビジネスをご紹介します。

成長したい中小企業様の強い味方！

「中小企業の経営者様が事業を伸ばしていく中で直面する
あらゆる課題を実践的に解決するためのサポート」

をしていくことが横浜経営者倶楽部の使命であります。
私自身、経営者であり、4回の上場の経験がありますので、鳥瞰図的な見方で
今どの場面にいて、何を目指すべきなのかをアドバイスし一緒に解決してい
ける「日本で一番の実勢的な経営者俱楽部」を目指しています。
「専門家や企業とのネットワークでビジネス課題を解決します」
つねにニーズにお応えできる様な士業や企業をご紹介できるプラットホーム
です。

「横浜との協力体制～まずは横浜で成功しませんか？」
それから東京で展開されてもよいのでは？これには意味があります。神奈川
県横浜市は、経済規模、物価（地価）、生活環境などが非常に良く、ビジネ
スの面も横浜市（行政）、地元企業、地域金融機関（横浜銀行、横浜信用金
庫）、地域大学などがともに綿密につながっていますので、シリコンバレー
のように地域一帯で産業の育成を考えよ
うという動きが強いです。そのため横浜
との連携ネットワークをもつ私共が貴社
の成功をサポートしやすい環境であるこ
とが強みであります。

1. 講演会・セミナー
2. ビジネスマッチング（営業支援）支援
3. 資金調達支援
4. IPO（株式公開）支援
5. 事業承継・M&A支援
6. 産学連携支援
7. 経理・財務支援
8. 顧問支援

横浜経営者倶楽部

【第1弾IPOセミナー動画ご視聴】キャンペーン企画！

一般社団法人横浜経営者倶楽部
代表理事飛山晴彦氏
野村證券入社、その後ソフトバンクに入
社、孫正義氏、北尾吉考氏の元で株式公
開2回経験、ソフトバンク・フロンティ
ア証券(現SBI証券)代表取締役、SBIホー
ルディングス本体の執行役員で1500億の
ファンドで未公開企業投資、株式公開を
通算4回経験する公開のプロフェッショ
ナル

T O P I C S
横浜経営者倶楽部様

のご紹介

本年7月に開催した第１弾IPOセミナーの飛山様と松下の動画を期間限定にてご提供します。
ここでしか得られない貴重な知識・情報が満載です。ご視聴されたい方は、こちらからお申込みください。
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ご紹介させていただきました横浜経営者倶楽部の飛山様
とのIPOオンラインライブセミナーが大好評！今後も開催
します。その他、松下登壇のセミナーも積極的に実施しま
した。

IPP活動報告

6月ー 9月
〇 技術情報協会様主催オンラインセミナー松下登壇
「参入障壁となる先行企業の特許網を破る、攻略する方法」

〇 第121回企業法務知財協会オンラインセミナー
「知財部門立ち上げ/少人数知財部門の業務レベルアップ」

〇 第1弾IPOセミナー 企業を成長させるIPOのススメ
コンサル、弁護士、弁理士による共催セミナー開催
知財テーマ「IPO、VCからの資金調達ための知財戦略」

〇 R&D支援センター様主催オンラインセミナー松下登壇
「後発で勝つ」ための知財戦略立案と進め方

〇 第122回企業法務知財協会オンラインセミナー
「新規事業を成功させる知財戦略」

〇 第2弾IPOセミナー 企業を成長させるIPOのススメ
知財テーマ「IT企業の企業価値を高める知財戦略」

これからのイベント情報やお知らせ

· お知らせ
「今わが社に必要な知財対策＆戦略とは

なんだろう？」
がよくわかる企業様のニーズにお応えすサービスカタログを現在制作中です！

·12月セミナー＆イベント
第3弾 IPOセミナー 企業を成長させるIPOのススメ
※日時未定

◆ 弊所では月に1回所員全員が参加するIPP全体ミーティン
グを行っています。これは、弊所の日頃の実務からの反省
や改善について、また経営方針、事業状況等を共有するた
めです。しかし、それだけでは物足りないので、私が決め
た本を事前に読んできてもらい、夫々が感じたこと、考え
たこと等のフリートークをしています。同じ書物を読んで
も、個々の視点や立場の違いから意見や感じ方も十人十色
です。今は下記の本を読んでいます。

P P よ まやも 話I

稲盛和夫氏、王貞治氏、井村雅代氏、山中伸弥氏、佐藤可士和氏……など、
ジャンルを超越した豪華ラインナップ。
『致知』だからこそ実現できた究極の仕事の教科書。 1日1話1頁、日めくり形式で読める。

柔道・阿部詩選手の金メダル獲得を支えた本
「指導を取られて審判が悪いと言ったとしても負けは負けだ、と。
強さが必要だと書いてあった。誤審も何もないぐらい、
絶対的に圧倒的に強ければいいと思った」(サンケイスポーツ 2021.7.26より)
◎爆発的人気!! 発売即28万部突破のベストセラー
◎2021年上半期ランキング第1位(自己啓発書・オリコン調べ)
◎23週連続ベストテン入り(1/25~7/11 ビジネス書・トーハン調べ)
◎2020年ブクログ年間ランキング第1位(評価順)

※致知出版社ホームページより
（致知出版社/藤尾秀昭監修）

イメージ
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https://online.chichi.co.jp/item/1247.html?_ga=2.144263155.772031279.1634948021-989356706.1634948021


今月の
テーマ

『アプリと商標』

ここ数年、コロナへの感染予防のため、テレワークを導入する

企業の増加とともに、仕事のありかたの変化を感じている方も多い

のではないかと思います。通勤時間の短縮やウェブ会議による移動

時間の短縮など生産的な時間が生まれたことが大きいといえます。

さて、今回の本題は、そんな生産的な時間の捻出に貢献したウェ

ブ会議システムアプリ「ZOOM」に絡めた商標のお話です。

そもそもアプリは商標登録できる？
アプリケーションはよく考えてみると商品名ではなく、サービス名です。実体として存在しないものに商標権は与

えられるのでしょうか？結論から言うと、商標登録できます。

商標権は、「モノ」だけでなく「サービス」も保護の対象としています。

例えば、ビデオ会議システム「Zoom」を展開する米 Zoom Video Communications (以下ZVC)は、下記の登録商標を
持っています。 ※商標登録、指定の区分ごとに出願登録され、以下は42類という区分で登録されています。

<42類>
コンピュータハードウェアの設計及び開発に関する助言，電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度
の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明，電子計算機の貸与，電子計算機用プログ
ラムの提供，クラウドコンピューティング，コンピュータソフトウェアの貸与

登録番号：第6417625号

ZOOMほど有名になればもはやこのサービス分野ではネーミングにおいて覇権を持っています。後から似たよう
なサービス名を商標登録しようと思ってもなかなか困難です。例えば、株式会社zoom（東京·新宿区）が、商標出願
をしましたが、特許庁より以下のような拒絶理由が示されています。

この商標登録出願に係る商標（以下「本願商標」といいます。）は、別掲のとおりの
構成からなるところ、この構成中の「ＺＯＯＭ」の語は、
Zoom Video Communications, Inc.が、役務「通信」等について使用する商標として、
本願商標の出願前から広く知られているものです（下記（１）～（４）参照）。
そうしますと、本願商標をその指定役務に使用するときは、その役務が、あたかも前記会社の業務に係る役務であ
るかのように、あるいは同会社と組織的・経済的に何らかの関係がある者の業務に係る役務であるかのように、そ
の役務の出所について混同を生ずるおそれがあります。したがって、本願商標は、商標法第４条第１項第１５号に
該当します。

つまりZOOMとなにかしら関係があるかのように、消費者が誤認してしまう可能性があるので、登録できません、
ということです。
このように同じようなネーミングでのサービスの後追いや商標出願をすることが極めて困難になり、後続に対して
強い牽制力が働きます。これによって実質的な独占が可能となるわけです。

しかし、敵なしかと思われたZOOMの商標について、訴訟が起こりました。（2021年9月）

1983年の創業音楽用電子機器を製造・販売する株）ズーム（東京都千代田区）は9月
17日、米 Zoom Video Communications (ZVC) のビデオ会議システム「Zoom」が同社
の商標権を侵害しているとして、Zoom を日本で提供する NEC ネッツエスアイに対す
る東京地方裁判所での訴訟提起を発表しました。IT media news

役務商標・・・サービス名の独占権

佐川急便 JAL
第4411060号 第3082273号

Nintendo puma                    PEUGEOT
第4149506号 第4322373号 第2585533号

商品商標・・・商品名の独占権

<例>
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～急成長業種のブランド名をめぐるお話～

https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2109/17/news157.html


発行元 IPP国際特許事務所 所長 弁理士 松下 昌弘
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2019年10月ごろから電話・メール窓口にWeb会議システムについての問い合わせが殺到するようになったり、 ZVC
の決算発表の影響で株価が大幅に変動して株主に損害が出ました。

「ズーム」とネット検索してみても、上位に検索されるのはZVCやその関連サイトばかりです。
商標の類似で、ビジネスに多大な影響をもたらしてしまうようなトラブルが発生してしまうのです。

両社とも<9類>写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，電気通信機械器具，携帯情報端末，コンピュータソフトウェア用アプ
リケーション（電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの），電子計算機用プログラム，電子応用機械器具及びその
部品

株式会社ズームの登録商標 第4940899号

ZVCの出願中の商標 商願2020-061572

ZVCは、左記にとおり、42類の「電気計算機用プログラムの提供」というサービス（役務の）商標は登録できました
が、9類「電気計算機用プログラム」は、すでに株）ズーム社が取得していました。
現在、ZVCの出願中の商標は、株）ズームの登録商標に類似しているとされ、拒絶されており、それに対して、
ZVCは意見書を出し、反論しています。（2021年10月時点）

株式会社ズームの訴訟の目的は、損害賠償を請求するのではなく、「登録商標が法的に保護されるべき知的財産であ
ることの確認」とのことです。

アップル社が、「アイフォーン」の商標について、インターホンのアイホン株式会社（愛知県名古屋市）に使用許諾
のライセンス料を支払っているという例もありますので、訴訟の結果が気になりますね。

このような商標トラブルをさけるためにも、

ブランド名や会社名をつける前から事前調査が重要
であるということです。

また、権利を取得せずに使い続けている場合にも注意が必要です。商標登録には、先願主義という考え方があります。

先願主義
たとえば、Aが先に使用している商標であっても、あとから、Bが商標出願、登録されれば、
その商標を使用する独占権利がBに認められ、Aはその商標を使用できなくなる可能性があります。

ずっと使い続けてきた自社の商品やサービス名を、商標登録していないと、他社が出願してしまい、急に使用できなくな
る可能性があります。

このように、急にどんなビジネストラブルが発生するかわからない時代です。知的財産権とは、あなたの
会社を守り、強くする権利なのです。安心してビジネスを大きくしていくためには、会社名やブランド名
の商標権を取得することは大変重要なことです。こちらもご覧ください。→『商標権の効力を考える』

弊所では、商標に関して、出願はもちろんのこと、ネーミングのつけ方からトラブルへの対応まで数千件のケースを対
応してきました。どんなことでもお気軽にご相談ください。こちらまで→
※引用：特許情報プラットフォーム

【編集後記】街もやっと動き出し活気づいてきました。IPP NEWSも今号からページ構成を変更してリニューアルしまし
た。

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-2005-073679/38C36D874EC5D2CE9EB7C97E0B8568AFA81FF8D988AAEA506C75C431880A774A/40/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-2020-061572/3C0ED5EDA6B97FDB9DF27E8EC0828F1ABC8374F2F86884E9CFE36FEC54EDCF32/40/ja
https://www.ip-plus.jp/blog16/
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