
 

 

 

平成２０年 新人研修（後期） 

開催のお知らせ 
 

 

当研修所では、主に平成１９年度弁理士試験に合格された方々を対象として、

新人研修（後期）を開催いたします。 

  この新人研修（後期）は、平成１９年１２月～平成２０年３月に実施された新

人研修（前期）を受講された後、実務経験を積まれた方々に対し、さらにフォロ

ーアップするために幅広い内容の研修となっています。第一線でご活躍の講師陣

による講義は、非常に有意義なものですので、是非、受講してください。 

 この新人研修（後期）には、新人研修（前期）と同様、インターネット配信に

よる研修（e‐ラーニング）を導入しております。e‐ラーニングの場合、配信期

間中であれば、予め配布されたテキスト教材を手元において、都合のよい時間に、

都合のよい場所で、何回でも講義を視聴することができます。 

 また、講義とは別に、裁判所での法廷傍聴も企画しております。この機会に、

法廷傍聴にも是非、ご参加ください。 

 

 

 

※新人研修は、受講しても継続研修の単位にはなりません 

のでご注意ください。 

 

 

日本弁理士会 

研 修 所 

平成２０年６月２４日

 各 位 

  

                                          日本弁理士会 研修所 

                                            所 長 伊藤  高英 

                   



実 施 要 領  
 

カリキュラム 

●集合研修(東京会場)    

月 日 時 間 会 場 課 目 講 師 

 9：30～ 9：55 砂防会館 ガイダンス 研修所   

10：00～13：00 砂防会館 当事者系審判（特･実） 弁理士 樺澤 聡氏 8 月 4 日(月) 

14：00～17：00 砂防会館 当事者系審判（商） 弁理士 古関 宏氏 

10：00～13：00 砂防会館 当事者系審判（意） 弁理士 峯 唯夫氏 
8 月 5 日(火) 

14：00～17：00 砂防会館 審決取消訴訟の実務 弁護士・弁理士 富岡英次氏 

8 月 6 日(水) 14：00～17：00 砂防会館 知的所有権実務演習 弁護士・弁理士 田中成志氏 

 
●集合研修(大阪会場)     

月 日 時 間 会 場 課 目 講 師 

 9：30～ 9：55 新梅田研修センター ガイダンス 研修所   

10：00～13：00 新梅田研修センター 当事者系審判（特･実） 弁理士 濱田俊明氏 8 月 5 日(火) 

14：00～17：00 新梅田研修センター 当事者系審判（商） 弁理士 玉田修三氏 

10：00～13：00 新梅田研修センター 当事者系審判（意） 弁理士 藤本 昇氏 
8 月 7 日(木) 

14：00～17：00 新梅田研修センター 審決取消訴訟の実務 弁護士・弁理士 村林隆一氏 

8 月 8 日(金) 14：00～17：00 新梅田研修センター 知的所有権実務演習 弁護士・弁理士 岩坪 哲氏 

 
●e-ラーニング研修（東京･大阪共通）  

配信期間 課 目 講 師 

新規登録した弁理士としての心構え 弁理士 谷 義一氏 

税関における手続き 弁理士 橋本千賀子氏 

鑑定・判定の実務（特・実） 弁理士 伴 正昭氏 

鑑定・判定の実務（意） 弁理士 小谷悦司氏 

鑑定・判定の実務（商） 弁理士 工藤莞司氏      

外国特許出願の実務（米国）① 弁理士 神原貞昭氏 

外国特許出願の実務（米国）② 弁理士 神原貞昭氏 

外国特許出願の実務（ＥＰＣ） 弁理士 箱田 篤氏 

外国特許出願の実務（ＰＣＴ） 弁理士 宍戸嘉一氏 

外国特許出願の実務（アジア） 弁理士 朝日奈宗太氏 

外国意匠出願の実務 弁理士 青木博通氏 

外国商標出願の実務（欧米・アジア等） 弁理士 広瀬文彦氏 

外国商標出願の実務（マドプロ) 弁理士 竹内耕三氏 

知的財産の経済的評価 弁理士 北村光司氏 

8 月 5 日(火)～10 月 4 日(土) 

米国特許侵害の実務（鑑定書の役割） 米国特許弁護士 Steven Roberts 氏
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1. 期 間 

座学集合研修(東京) ：平成２０年８月４日（月）、５日（火）、６日（水） 

 (大阪) ：平成２０年８月５日（火）、７日（木）、８日（金） 

ｅ-ラーニング研修 ：平成２０年８月５日（火）～１０月４日（土） 

修了式・懇親会(東京) ：平成２０年１０月１６日（木） 

 (大阪) ：平成２０年１０月１７日（金） 

 

2. 会 場 

＜座学研修講義会場＞ 
東京：砂防会館 
      東京都千代田区平河町２－７－５（別添地図参照） 
大阪：新梅田研修センター 
 大阪市福島区福島６－２２－２０（別添地図参照） 

＜修了式・懇親会の会場＞ 
東京：東海大学校友会館 
 東京都千代田区霞が関３－２－５ 霞が関ビル 33 階（別添地図参照） 

大阪：大阪商工会議所 
 大阪市中央区本町橋 2 番 8 号（別添地図参照） 

3. 受講申し込み方法 

受講方法は、全課目受講のみとなります。e－ラーニングのみの受講はできません。 

(1) 受講料 ３１,５００円（税込み） 

(2) 申込方法 
①別紙研修受講申込書に必要事項をご記入のうえ、日本弁理士会新人研修事務代

行業者あてに 

７月１５日（火）までにＦＡＸ又は郵送にてお申込ください。 

日本弁理士会新人研修事務代行業者 

[ＦＡＸ] (03)3423-4108 

[郵送先] 〒107-0062 東京都港区南青山２－６－１２アヌシー青山 2 階 
 株式会社ザ・コンベンション 日本弁理士会新人研修事務代行業者あて 

②受講料につきましては別紙払込取扱票をご利用いただき、７月１６日（水）まで

に郵便振替にてお申込みください。下記振込先に送金願います。払込人氏名と受講

者名が異なる場合は、必ず払込人住所氏名欄に受講者の氏名をご記入ください。な

お、郵便振替払込請求書兼受領書をもって領収証とかえさせていただきます。 

【郵便振替】 

口座番号：00110-0-648738 

振 込 先：日本弁理士会 研修所事務局 
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(3) 申込締切日 平成２０年７月１５日（火）(必着) 

(4) 請求書の発行 
受講料の請求書発行を希望される場合には、受講者氏名、請求書宛名、送付先を明記の上、

E-mail（shinjin@jpaa.or.jp）までご連絡ください。 

(5) 上司の方へのお願い状 
特許事務所又は企業に勤務しておられる方には、勤務先の上司の方に研修に参加するため

のお願い状を差し上げることができます。ご希望の方は、上司の方のお名前、送付先などを

明記の上、E-mail 又は FAX にて日本弁理士会研修課（E-mail：shinjin@jpaa.or.jp 

FAX:(03)3581-1205）までお申し出ください。 

(6) テキストの交付 
座学集合研修及びｅ-ラーニングで用いるテキストにつきましては申込書に記入された

連絡先に平成２０年７月末に送付いたします。送付先の変更などございましたら、事前に

事務局までご連絡ください。 

なお、課目によってはテキストを事前に送付できないことがありますが、あらかじめご了

承ください。 

 

※新人研修は、受講しても継続研修の単位にはなりませんのでご注意ください。 
 

4. 法廷傍聴参加のご案内 

平成２０年新人研修(後期)受講者を対象として東京・大阪にて、法廷傍聴を予定しております。

参加希望者が多数の場合は、抽選になります。 

法廷傍聴についての詳細は、受講者あてに別途ご案内いたします。 

5. 修了基準 

新人研修は、今回ご案内している新人研修（後期）と平成１９年１２月より行いました新人

研修（前期）とで構成されています。従いまして修了認定は、新人研修（前期）と新人研修

（後期）とのトータルで判断されます。 

修了基準は、必修課目（前期２課目）を受講した上で履修課目数が全課目（前期 28 課目、

後期 20 課目の計 48 課目）の６割に達した受講者には研修所より修了証書が授与されます。 

各課目の履修基準につきましては、以下のとおりです。 

(1) 必修課目（前期 2 課目） 
必修課目（「弁理士法等」及び「弁理士倫理」の２課目）をすべて受講すること。 

(2) 座学集合研修（前期 14 課目、後期 5 課目の 19 課目） 
① 出席簿にチェックがある。 

② １５分以上の遅刻及び中座は、履修と認められない。 

(3) e－ラーニング研修（前期 14 課目、後期 15 課目の計 29 課目） 
① 課目ごとにすべてのコンテンツを視聴する。 

② 課目ごとの総授業時間以上を視聴する。（９０分の講義であれば、９０分以上視聴する。） 

各講義を数回に分けて視聴しても構いません。 

③ 効果確認を行い、正解率が 60％以上であること。 
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6. e - ラーニング研修について 

(1) e - ラーニング研修について 
今回の平成２０年新人研修（後期）e－ラーニングは、e－ラーニングシステム（正式名称：弁

理士義務研修支援システム）を利用しております。 

e－ラーニングの学習手順書については、7 月末に発送するテキストに同封します。 

(2) ID・パスワードについて 
平成２０年新人研修（前期）にてご使用になられました ID・パスワードをご使用ください。 

ID・パスワードの再発行につきましては、次ページにあります「e－ラーニングシステムに関

するお問い合わせ」をご覧ください。 

(3)視聴環境の確認                                    
「弁理士義務研修支援システム」を利用するためには、以下の要件を満たすコンピュータおよ

びインターネット環境が必要です。ご使用されるコンピュータおよびインターネット環境が要

件を満たしているかどうかご確認ください。なお、一つの目安として、特許庁への「インター

ネット出願」が可能な環境であれば、「弁理士義務研修支援システム」も利用可能とお考えくだ

さい。 

 

①ソフトウェア構成 

Microsoft Windows OS のみの対応となっています。 

Mac OS、Linux 等、他の OS には対応していません。 

 

(1)OS   ：Microsoft Windows 2000 Professional SP4 以降 

      Microsoft Windows XP Home Edition SP2 以降 / 

      Professional SP2 以降 

      Windows Vista Home Basic / Home Premium / Business / 

      Ultimate / Enterprise 

     ※Windows 95、98、Me 及び NT4.0 では利用できません。 

     ※Windows CE、Windows Mobile では利用できません。 

(2)ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾌﾞﾗｳｻﾞ  ：Microsoft Internet Explorer 6.0/7.0 

     ※Mozilla Firefox、Opera 等では利用できません。 

(3)ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ  ：Windows Media Player 9 以降、Adobe Reader 6 以降 

 

②ハードウェア構成 

推奨環境を参考に性能に十分余裕のあるＰＣをご用意ください。 

 

(1)Windows2000SP4/WindowsXPSP2 の場合 

項目 必須要件／推奨環境 

CPU PentiumⅢ 600MHz 相当必須／PentiumⅢ 1GHz 相当以

上推奨 

メモリ（RAM） 384MB 必須 

Windows 2000 SP2 では 512MB 以上推奨 

Windows XP SP2 では 1GB 以上推奨 

グラフィックシステ

ム 

XGA（1024×768、65536 色）以上必須 

ディスプレイ 1024×768 以上の高解像度ディスプレイ必須 
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ネットワーク インターネットアクセス機能 

その他 キーボード、マウス又はその他のポインティングデバイス、オ

ーディオ出力機能およびスピーカー又はヘッドフォン 

 

(2)Windows Vista Home Basic の場合 

項目 必須要件／推奨環境 

CPU PentiumⅢ 800MHz 相当必須／PentiumⅢ 1GHz 相当以

上推奨 

メモリ（RAM） 512MB 必須／1GB 以上推奨 

グラフィックシステ

ム 

DirectX9 対応、32MB のグラフィックメモリ必須 

ディスプレイ 1024×768 以上の高解像度ディスプレイ必須 

ネットワーク インターネットアクセス機能 

その他 キーボード、マウス又はその他のポインティングデバイス、オ

ーディオ出力機能およびスピーカー又はヘッドフォン 

 

(3)Windows Vista Ultimate、Enterprise、Business、Home Premium の場合 

  項目 必須要件／推奨環境 

CPU PentiumⅢ1GHz 相当必須／Core2Duo 2.33GHz 相当以上

推奨 

メモリ（RAM） 1GB 必須／2GB 以上推奨 

グラフィックシステ

ム 

DirectX9 対応、128MB のグラフィックメモリ必須 

ディスプレイ 1024×768 以上の高解像度ディスプレイ必須 

ネットワーク インターネットアクセス機能 

その他 キーボード、マウス又はその他のポインティングデバイス、オ

ーディオ出力機能およびスピーカー又はヘッドフォン 

 

※上記構成は、｢弁理士義務研修支援システム｣の利用に必要な構成です。 

｢弁理士義務研修支援システム｣を利用中に同時に他のアプリケーションソフトを利用する場合

はより高性能な CPU と大容量メモリが必要となります。 

  同時に起動しているアプリケーションや、ウィルス対策ソフトなど常駐プログラム、サービス

の数によっては、メモリ不足となることがあります。安定した動作のためには同時に起動するプ

ログラムに応じたメモリ増設が必要となることがあります。 

 

③インターネット接続環境 

ブロードバンド環境が必須です。これから導入する場合は、安定した通信のため光回線

を推奨します。 

 

  ご使用のコンピュータからブロードバンド（CATV、ADSL、光回線）環境でインターネット

に実効通信速度 1Mbps 以上（※）で接続できる環境が必要です。これからブロードバンド環境

を整備する場合、より安定したアクセスを実現するため光回線の加入をお勧めします。 

 

 

※このマニュアルに記載されている会社名、製品名はそれぞれ各社の商標及び登録商標です。 

このマニュアルでは、TM、®は割愛させていただいております。 
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7. 修了式・懇親会について 

平成２０年新人研修の修了式・懇親会を平成２０年１０月１６日(木)（東京）、１０月１７日(金)

（大阪）において行います。 

修了式・懇親会の前には講演会も予定していますので、そちらもぜひご参加ください。 

講演会及び修了式・懇親会についての詳細は、受講者あてに別途ご案内いたします。 

       

 

 

                ●お問い合わせ先 
 

＊ 研修内容に関するお問い合わせ 

日本弁理士会 研修課 

電  話：（03）3519-2360 ＦＡＸ：（03）3581-1205 

e-mail : shinjin@jpaa.or.jp 

担  当：福原・谷川 

 

＊ ＩＤ・パスワードの再発行 

日本弁理士会 情報室 

電  話：（03）3519-2704 ＦＡＸ：（03）3581-1205 

e-mail : id-password@jpaa.or.jp 

・ お問い合わせは、できるだけＦＡＸまたは E-mail をご利用ください。 

・ 上記アドレス宛に弁理士登録番号(会員のみ)、お名前（フルネーム）と弁理士義務研修

支援システムＩＤ・パスワード再発行希望の旨をご連絡ください。受付後、３～４日間

お時間を戴きます。主たる事務所宛送付（弁理士未登録の方は、申込書記載の送付先）

となります。電話、E-mail、ＦＡＸでの送付はできませんのでご了承ください。 

 

＊ e－ラーニングシステムに関するお問い合わせ 

ｅ－ラーニング研修ヘルプデスク 

電 話  ：（0422）36-9009 ＦＡＸ：（0422）36-5533 

E-mail  ：helpdesk@jpaa-elearning.net 

受付時間：10:00～12:00,13:00～18:00（祝祭日を除く月～金） 

※お問い合わせ内容によって、回答までに時間を要することがあります。            
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平成２０年新人研修（後期）講義概要（東京集合研修） 

講義課目名 

講師氏名 
概  要 

当事者系審判（特・実） 

弁理士 

樺澤 聡 

新人研修（前期）の「審判概論（特・実）」では、審判全体の流れを概説しました。

今回は、特許無効審判の手続きについて、事前の準備および手続きで、審判請求書

の書き方、答弁書の具体的な書き方を理解し、併せて証拠調べ、口頭審理の対応に

ついて説明します。 

当事者系審判（商） 

弁理士 

古関 宏 

商標固有の制度である取消審判、特に不使用に基づく取消審判を中心に具体例を交

え、研修をする予定です。 

当事者系審判（意） 

弁理士 

峯 唯夫 

無効審判の多くは審査と同じ新規性、創作容易性の判断ではありますが、当事者系

であるが故のダイナミズムが存在します。その「仕事」としてのおもしろさ、怖さ

を伝える時間にしたいと思います。弁理士の仕事のおもしろさは（クライアントの

ために）考えることにあります。そこで、考える時間を含めた講義にする予定です。

審決取消訴訟の実務 

弁護士・弁理士 

富岡英次 

審決取消訴訟の意義、無効審判との関係、手続上の相違点等を明確に把握したうえ、

実際に苦労する「審決取消事由」をいかに正確で裁判所に分かりやすく構成するか、

新たな主張、証拠の提出がどの程度許されるのか等を中心として、更に共同出願人

がある場合の提訴方法、和解の意義、上告の要否の判断、特許庁に対する判決の拘

束力等について、実務的な観点から解説します。 

知的所有権実務演習 

弁護士・弁理士 

田中成志 

弁理士は、工業所有権の侵害問題やその周辺法についてもアドバイスを求められる

場合が多くあります。そこで、この課目では、特許、著作権、不正競争に関する具

体的な事例についてグループ別にディスカッションを行い、各場面で論理的かつ合

理的な思考を行う練習をしていただきます。 

 

 

 

平成２０年新人研修（後期）講義概要（大阪集合研修） 

講義課目名 

講師氏名 
概  要 

当事者系審判（特・実） 

弁理士 

濱田俊明 

この研修では、当事者系の審判について解説します。当事者系とは特許の場合には

無効審判に尽きますが、これに対抗する訂正審判も併せて解説します。主に、請求

人は実体として何を争うべきか、また被請求人の防禦はどのようにするのかという

点を重視しようと考えています。原則として採用される口頭審理についても、必要

事項を説明します。 

当事者系審判（商） 

弁理士 

玉田修三 

商標の当事者系審判においては、登録無効審判や商標法特有の登録取消審判につい

て講義を行いますが、特に実務上頻繁に行う不使用取消審判を中心に具体的事例に

基づき、審判請求書、答弁書等の書き方や証拠収集の仕方などについて、代理人と

して注意すべき点を具体的にお話ししたいと考えています。 

当事者系審判（意） 

弁理士 

藤本 昇 

意匠の当事者系審判、特に無効審判においては無効理由の立て方及びその無効理由

に対応した証拠の評価、主張のあり方が重要になりますので実務上注意すべき点を

解説します。しかも意匠特有の類否について審決、判決を参照しながら重点解説し

ます。なお、判定についても同様に言及します。 

審決取消訴訟の実務 

弁護士・弁理士 

村林隆一 

審決取消訴訟の実務と理論に基づいて、訴状の作成から、準備書面、判決、判決の

効力に至る迄全てについて一通りの説明をします。その主眼は自分ひとりで訴状を

作成できることを中心とし、その法的約束ごとを理解できるようにします。併せて、

私の経験に基づいて、裁判所に対する対応の仕方と、裁判所の訴訟指揮に対する理

解力をつけることを力説します。 

知的所有権実務演習 

弁護士・弁理士 

岩坪 哲 

実務に就いて先ず実感されることは、ひとつの事件処理にも様々な法令に関する知

識とバランスの取れたリーガルマインドが必要であることだと思われます。本演習

においては、二つの具体的事例とチームごとのディスカッションを通じて、問題点

の抽出と対策について考察し、実践的な実務感覚を養ってください。 
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平成２０年新人研修（後期）講義概要（e-ラーニング研修） 
 

講義課目名 

講師氏名 
概  要 

新規登録した弁理士としての

心構え 

弁理士 

谷 義一 

近年、知財立国が標榜され、知的財産の価値が高く評価されるに伴い、弁理士への

期待は増大しています。本講義では、その社会的ニーズに応えるべく、知財の主役

たる弁理士の役割について、専門性と国際性の両面にスポットを当て、歴史的経緯

と自己の体験談を織り交ぜながら、特に、ボーダレスな社会における国際競争力を

備えた弁理士像について、業務に取組む姿勢、心構え等を説明していきます。 

税関における手続き 

弁理士 

橋本 千賀子 

知的財産権侵害物品の水際取締りは、弁理士の業務であり、知的財産推進計画にも

盛り込まれている重要な課題です。主にアジア諸国から輸入されるブランド商品の

みならず、特許権・意匠権の侵害品、形態模倣品等の排除の手段のひとつとして、

関税法にもとづく輸入及び輸出差止について概説し、特にその実務手続の修得を主

な目標といたします。 

鑑定・判定の実務（特・実） 

弁理士 

伴 正昭 

「鑑定」の対象は、実務的には弁理士が行う知的財産関係業務の全てにかかわって

来ます。私の講義では、他の講義内容と重複しないように、特・実における「技術

的範囲」についての鑑定に重点を置くことにしています。 近、技術的範囲の鑑定

実務にかかわりのある判決例が次々と出されており、出来る限り具体的事例に基づ

いて、鑑定作業を進める際の留意点について説明します。 

鑑定・判定の実務（意） 

弁理士 

小谷 悦司 

第１に登録意匠と対象意匠の各形態を文章化して類否を論じる必要性に鑑み、形態を

文章化するコツをお話しいたします。第２に、意匠の類否判断基準として説が分かれ

ている混同説、創作説、修正混同説を各々説明し、鑑定書を書く際に留意すべき点に

ついてお話します。第３に要部認定と全体観察の関係、及び類否判断上のチェックポ

イントについてお話し、さらに部分意匠の類否判断、利用関係についてお話します。

鑑定・判定の実務（商） 

弁理士 

工藤 莞司 

鑑定や判定は弁理士にとって、重要な業務の一つではありますが、実際に経験する

例は多くはありません。鑑定等の基礎的な事項から実際の鑑定書の作成まで、必要

な事項について話します。商標法上の判定は、特許法や意匠法と同じではなく、「商

標権の効力について」の判断を求めることができ、類似判断のみならず、26 条の効

力の及ばない範囲の使用か否かなどについても、判定請求可能であることに留意し

ます。 

外国特許出願の実務（米国） 

①・② 

弁理士 

神原 貞昭 

米国特許出願のための準備段階から、米国特許商標庁に対する特許出願手続及び特

許出願についての中間処理手続を経て米国特許を獲得し、その特許の維持管理を行

う段階に至るまでの一連の実務について適宣実例を参照して説明します。インター

フェアレンスについても触れます。実際に作業を進めていくにあたって必要なこと

についての米国特許制度の解説を交えたお話を致します。 

外国特許出願の実務（ＥＰＣ） 

弁理士 

箱田 篤 

単一の手続きにより、ヨーロッパ諸国で特許権を取得できるヨーロッパ特許出願は

非常に便利で有益ですが、その利益を充分享有するためには留意すべき点が多々あ

ります。そこで、ヨーロッパ特許出願の準備から特許権取得まで及び特許異議申立

て手続きにおいて、特に実務上留意すべき点を中心に説明したいと思います。 

外国特許出願の実務（ＰＣＴ） 

弁理士 

宍戸 嘉一 

産業経済の国際化に伴い外国における特許の取得の重要性が益々認識されてきまし

た。その観点から外国出願の手続のオプションとしてＰＣＴの活用が毎年増大しつ

つあります。ＰＣＴには外国出願をする上で多くのメリットがあります。そのよう

なメリットが十分に生かせるようにＰＣＴの実務に精通することが必要になりま

す。この講義では出願から指定国国内段階移行に至るまでの手続を実務に即して説

明します。 

外国特許出願の実務（アジア） 

弁理士 

朝日奈 宗太 

北京オリンピックに向けわき立つ中国では知的財産の模倣問題その他の政治問題も

はらみながら、ますます経済興隆を図ろうとしているし、インドではＩＴを中心に

その経済発展は目を見張るものがあります。このようにアジア諸国では依然として

変転もあるものの、今後もアジア諸国との共存共栄を目指し、これら各国の実態を

把握しつつ、アジア各国の知的財産権のありようについて対策を考えてみたいと思

います。  

外国意匠出願の実務 

弁理士 

青木 博通 

意匠保護の制度は、特許法的なものから著作権法的なものまで様々です。講義では、

(1)日本にはない制度のパターン学習、(2)米国、中国等の主要国の意匠制度、(3)欧

州共同体意匠規則、意匠の国際登録に関するヘーグ協定といった、広域保護の可能

な意匠制度の順番でご説明します。 
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外国商標出願の実務（欧米・ア

ジア等） 

弁理士 

広瀬 文彦 

日本商標法は使用を前提としない登録制度を採用しています。アメリカは使用を登

録の前提として使用証明書の提出を要求しています。また、絶対的不登録理由は審

査するが先後願の審査はしない国もあります。これら諸外国の制度の概略及び欧州

のＣＴＭを紹介し、外国商標出願に対応できる備えにしたいと思います。 

外国商標出願の実務（マドプ

ロ） 

弁理士 

竹内 耕三 

商標の国際的動向の中でのマドリッドプロトコル（マドプロ）の位置付け及び概略

を説明し、(1)マドプロを利用して外国商標出願を行なう場合の手続の流れ、さらに、

(2)外国商標出願ではないが、外国からマドプロを利用してわが国に商標出願をして

きた場合の日本における手続の流れ、を実例に基づき具体的にお話します。 

知的財産の経済的評価 

弁理士 

北村 光司 

知的財産は商品やサービスを媒介として様々な価値をもたらします。｢知的財産の経

済的評価｣はそのような「価値」を経済的側面から評価しようとするものです。本講

義では、価値を生じさせる仕組みと、一般的に採用されている評価方法とについて

解説し、併せて知的財産の評価に関する問題を皆様と共に考えて参りたいと存じま

す。 

米国特許侵害の実務（鑑定書の

役割） 

米国特許弁護士 

Steven Roberts 

日本の企業が他社の有力な米国特許の存在に気付いた時に、 終的には侵害訴訟を

提起されることを想定した上で、リスク回避のための様々な措置を講じる必要があ

ります。その中で、故意侵害による３倍賠償を回避するためには、米国特許弁護士

による有効な鑑定書の取得が重要な要素となります。このセミナーでは、(1)米国の

特許侵害裁判における基本的な考え方、及び(2)特許侵害の防御側がとるべき手段と

しての鑑定書の作成などについて説明いたします。 
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会場案内 
【東京】 ●砂防会館 

 

  
東京都千代田区平河町２丁目７番５号 

電話（03）3261-8386 

地下鉄 有楽町線・半蔵門線・南北線 「永田町駅」４番出口より徒歩１分 
地下鉄 銀座線・丸ノ内線      「赤坂見附駅」より徒歩５分 

 

●東海大学校友会館 

 
 
東京都千代田区霞が関 3-2-5 霞が関ビル 33Ｆ 

電話（03）3581-6041 

地下鉄 銀座線「虎ノ門駅」５番出口より徒歩 3 分 

地下鉄 千代田線・日比谷線「霞ヶ関駅」13 番出口より徒歩７分 

地下鉄 丸の内線「霞ヶ関駅」４番出口より徒歩８分 
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【大阪】 ●新梅田研修センター 

 

また、大阪駅～新梅田研修

センターへ、直通シャトル

バス（無料）あり。大阪駅、

桜橋口を出てすぐ、高架下

より出発しています。 

JR 大阪駅改良工事に伴い

道路が閉鎖されているた

め、新梅田研修センターへ

徒歩にてお越しの場合は、

JR 大阪駅桜橋口よりお越

しいただきますことをお

薦めいたします。 

大阪市福島区福島 6-22-20 

電話（06）6612-7733 

大阪駅桜橋口より徒歩約 12 分、大阪駅中央北口より徒歩約 12 分 

ＪＲ環状線福島駅より徒歩約 8 分 

阪急梅田駅 茶屋町口より徒歩 12 分 

阪神梅田駅 西改札口より徒歩 10 分 

地下鉄四ツ橋線西梅田駅 5 番出口より徒歩 10 分 

地下鉄谷町線東梅田駅降車専用出口より徒歩 12 分 

 

 ●大阪商工会議所 

  

大阪市中央区本町橋 2 番 8 号 

電話（06）6944－6268 

地下鉄堺筋線・中央線 「堺筋本町駅」1 番または 12 番出口より徒歩 8 分 

地下鉄谷町線・中央線 「谷町四丁目駅」4 番出口より徒歩 8 分 
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平成２０年    月    日 
FAX：(03)3423-4108 
日本弁理士会新人研修事務代行業者 行 
 

＜平成 20 年 新人研修（後期）受講申込書＞ 
｢平成 20 年新人研修（後期）開催のお知らせ｣に記載された事項を承諾の上、受講を申し込みます。 

 
 
 

フリガナ 
氏  名： 弁理士登録番号：（          号）（会員のみ記載）

 
 
テキスト送付先（ 自宅 ・ 事務所 ）＊どちらか○をつけ、該当の住所をご記入ください。 

 

（〒       －          ） 
 
 
 
 
 
 
（事務所名）  

 
 
電話：（        ）         －  
 
 
FAX：（        ）         －  
 
 
e – mail アドレス： 

 
 
 

き

り

と

り

線

 

 

 

受講希望記入欄  
 

1. 東京会場 
 

 

2. 大阪会場 
   

 

＊お申込み後に参加会場の変更はできません。 

 

参加会場 

※ 本申込書に記載いただいた個人情報については、本研修を目的とする用途のみに使用するものとし、 
その他の用途には使用いたしません。 
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