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日本企業が外国で商標登録する際、マドプロ国際登録(マドプロ)ルートが主流となっていますが[2019年実績：3,139件]、こ
の度、108番目の加盟国としてパキスタンが加わり、令和3年5月24日からマドプロルートで出願できます。

パキスタン、マドリッド議定書に加盟 5月24日より国際出願を受理

特許庁は、第36類「携帯電話機械器具・スマートフォン・パーソ
ナルコンピュータ及びタブレット型コンピュータの買取価格の評
価」における登録第6223514号商標「MACSELL」について、異
議申立人である米国法人アップル社の周知・著名な「Mac」と誤
認混同を生ずるおそれがあるかが争われた異議申立事件に
おいて、アップル社の主張を退け、登録を維持する決定をしま
した。[異議2020-900114号決定]

MACSELL
登録第6223514号商標商標「MACSELL」（標準文字、以下「本
件商標」）は、2019年3月22日に、第36類の役務「携帯電話機
械器具・スマートフォン・パーソナルコンピュータ及びタブレット
型コンピュータの買取価格の評価」他を指定して出願され、特
許庁の審査をパスして、2020年2月6日に登録されました。

本 件 商 標 「 MACSELL 」 は 、 本 件 商標 権者 が 運営す る
「Mac/Surface買取専門店」の名称として実際に使用されてい
るようです。

アップル社による異議申立て
アップル社は、代表製品の一つ「Mac」シリーズは、ラップトップ
型コンピュータ「MacBｏｏk Aiｒ」「MacBｏｏk Pｒｏ」、デスクトップ型
コンピュータ「iMac」「iMac Pｒｏ」、コンピュータハードウェア「Mac
Pｒｏ」「Mac mini」といった製品名で販売されており、「MAC」の
語が申立人の商標として広く一般に理解されているものである
ことから、本件商標中の「MAC」の文字は即座に申立人の著名
商標「MAC」を想起させ、“売却”を意味する英単語「SELL」より、
本件商標は全体として「申立人のコンピュータの売却」に関す
る役務を想起させ、申立人と何らかの関係があるかのように誤
認・混同させるおそれが高い。したがって、本件商標は、商標
法第４条第１項第１５号に該当する、と主張しました。

特許庁の判断
特許庁は、「Mac」の文字が申立人商品を表示するものとして
需要者の間に広く知られており、たとえ、本件商標の指定役務
中「携帯電話機械器具・スマートフォン・パーソナルコンピュータ
及びタブレット型コンピュータの買取価格の評価」と申立人商
品について、需要者を共通にし関連性があるとしても、本件商
標と引用商標とは、「SELL」の文字の有無という構成文字及び
文字数における明らかな差異があり、外観上、判然と区別し得
る。両称呼は、後半部における「セル」の音の有無という顕著な
差異を有するものであり、明瞭に聴別し得る。本件商標からは、
特定の観念は生じないのに対し、引用商標からは、申立人商
品の観念が生じるものである。したがって、類似性の程度は低
い。さらに、引用商標の独創性も高くなく、本件商標をその指定
役務に使用しても、申立人の商標を想起、連想するものとはい
えず、これに接する取引者、需要者は、これが申立人又は同
人と経済的、若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業
務に係る役務であるかのように、その出所について混同を生
ずるおそれはないというべきであり、本件商標は、商標法第４
条第１項第１５号には該当しない、と判断しました。

The Japan Patent Office (JPO) dismissed an opposition claimed
by Apple Inc. against trademark registration no. 6223514 for
word mark “MACSELL” on used mobile phone, Smartphone, PC
and tablet computer value estimation service in class 36 by
finding less likelihood of confusion with Apple “Mac” series.
[Opposition case no. 2020-900114, Gazette issued date: Jan 29,

2021]

MACSELL
Opposed word mark “MACSELL” in standard character was filed
on March 22, 2019, for the service of used mobile phone,
Smartphone, PC and tablet computer value estimation, and
others in class 36. Going through the substantive examination,
the JPO admitted registration on February 6, 2020.

Apparently, the opposed mark is used as a tradename of used
Mac and Surface recycle shop managed by the applicant.

Apple’s Opposition
Apple Inc. argued the opposed mark “MACSELL” shall be
canceled in violation of Article 4(1)(xv) of the Japan Trademark
Law. “Mac” has become famous as a source indicator of Apple’s
PC by virtue of substantial use with various trademarks, e.g.
“MacBook Air” and “MacBook Pro” on laptops, “iMac” and
“iMac Pro” on desktops, “Mac Pro” and “Mac mini” on
computer hardware. The opposed mark, consisting of “MAC”
and “SELL”, would easily give rise to a meaning of offering
Apple’s PC for sale. If so, relevant consumers at the sight of the
opposed mark when used on the service in question are likely
to associate and confuse the origin of the opposed mark with
Apple Inc. or any entity related to the opponent.

JPO decision
The JPO Opposition Board admitted a remarkable degree of
reputation and popularity of “Mac” as a source indicator of
Apple Inc. and a close association between Apple’s goods and
the service in question. However, the Board found a low level of
similarity between “MACSELL” and “Mac” by stating that the
term “SELL” would severely cause a distinctive impression
between both marks from visual, phonetical, and conceptual
points of view, even if the marks share the word “MAC.”
Besides, taking into account a low level of originality of the
opponent mark “Mac,” the Board questioned if relevant
consumers and traders are likely to associate or connect the
opposed mark with the opponent when used on the service in
question. Consequently, the Board held that relevant
consumers would be unlikely to confuse the source of the
opposed mark with Apple Inc. and any entity economically or
systematically connected with the opponent. Based on the
foregoing, the Board decided to dismiss the opposition entirely
and allowed registration of the opposed mark as status quo.

日本：特許庁、パソコン買取評価サービスにおける「MACSELL」の使用は、米アップル社「Mac」と誤認混同せず

Japan: “MACSELL” for use on PC value estimation service is unlikely to cause confusion with Apple “Mac”


