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WTRレポート：個人で10万件以上もの商標出願を行った、歴史上、最初の人物

WTR report: The first individual in history to have filed over 100,000 trademark applications

A notorious and incredibly prolific trademark application filer in
Japan, Ikuhiro Ueda, is causing headaches for brands in Japan.

As the figures below show, the rate of the filings – both using
the applicant name ‘Ikuhiro Ueda’ and his legal entity name
‘Best Licensing Co’ – stepped up in 2016 and 2017, reaching
24,500 and 32,000 applications per year respectively. The sheer
number of applications from Ueda accounted for 18.5% of all
trademarks to the JPO in 2017, and even reached over 30% in
the first two months of this year.

As the graph shows, there was a dip in 2018. This was due to an
attempt from the Japanese government to quell the rate of
filings from entities like Ueda. A new law, the ‘Trademark Law
Revision Act of 2018’, came into force on June 9 last year and
introduced stipulations that – in theory – erected a hurdle to the
mass filing of trademark applications without paying fees.
However, that revision was not enough to permanently slow the
number of applications. As the below graph shows, applications
from Ueda-related entities did significantly picked up again in
December 2018.
According to CompuMark’s Robert Reading, he is now the first
individual in history to have filed over 100,000 trademark
applications. To put the activity into context, the table below
looks at the trademark activity of the world’s largest companies
– and shows Ueda comfortably out in front.

While Ueda’s trademark application portfolio is unmatched, so
too is his success rate – although presumably not in the way he
wants. “Amazingly, Ueda only has three registered trademarks –
so just one in every 30,000 applications actually succeeds, which
translates to a success rate of 0.0028%”, Reading further reveals.
(Excerpt from WTR online report dated April 11, 2019)

悪名高く、信じ難いほど数多くの商標登録出願をする日本人、
上田育弘が、日本でのブランド保護の悩みの種となっている。

以下の図が示すとおり、上田育弘、及び彼が代表を務める法
人「ベストライセンス株式会社」名義での商標出願件数は、
2016年が約24,500件、2017年が約32,000件と年々増えており、
上田氏による2017年の出願件数は、特許庁への全出願件数
のうち、18.5％を占めるに至っている。さらに、今年に入り、最
初の2ヶ月間の全出願件数に占める上田氏の割合は、30％を
超えている。

図が示すとおり、上田氏のような「商標トロール」出願を抑え込
もうとする日本政府の取組みにより、2018年の上田氏の出願
件数は落ち込んだ。これはすなわち、2018年6月9日に改正商
標法が施行され、理論上、手数料を支払わなければ大量の出
願ができないようにハードルを設ける条項が導入された成果と
いえる。しかしながら、この改正法は、上田氏の出願を永久的
に抑え込むには決して十分ではなかった。以下の図が示すと
おり、2018年12月以降、上田氏が関わる法人による商標出願
が再び、一気に増え始めた。
CompuMarkによれば、上田氏は、今や、個人で10万件以上商
標出願を行った歴史上、最初の人物である。世界で数多くの商
標登録出願をする出願人のランキング（右下の表）において、
世界的な巨大企業を差し置いて、上田氏が第1位にランクイン。

一方、上田氏の登録率は、出願件数とはマッチしておらず、驚
くべきことに、上田氏の商標登録は僅か3件しかなく、換算する
と登録率は0.0028％。

WTRレポートには、三上弁理士の見解、問題の所在、提案も掲
載されていますので、興味ある方はご一読ください。
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