知財ビジネス英語力（英語コミュニケーションワークショップ）
―ネイティブ講師（英語）による知財実務ワークショップ―

実施日程

受講料

対象者

概要
ねらい

到達目標

第１回：２月１３日（水）１８：３０～２１：４５

日本弁理士会館

第２回：２月２０日（水）１８：３０～２１：４５

日本弁理士会館

第３回：２月２７日（水）１８：３０～２１：４５

日本弁理士会館

２０，０００円（税込・テキスト代込）



海外代理人や審査官と積極的に英語によるコミュニケーションを取り、そのアウ
トプットをクライアントや発明部門に提案したい弁理士



海外代理人や審査官とのコミュニケーションに関し、現実と理想にギャップを感
じている弁理士



海外特許実務で具体的手続きを行う際に相手方に意図を十分に伝えることに悩
んでいる知財実務者



来日した海外代理人とのコミュニケーションのレベルアップを図りたい知財実
務者



英文明細書作成から出願、そして審査・登録段階までの各フェーズにおいて、
的確なインストラクションを英語（文章・会話）で行うことを習得する。



ネイティブ講師とのディスカッションを通じて、英語を用いてコミュニケーシ
ョンを取れるようになる。



実際の実務シーンにおいて、英語によるコミュニケーションの有用性を知ると
ともに、英語によるコミュニケーションを活用してアウトプットを提供できる
ようになる。

ジョセフ・ファラー米国弁護士（一色外国法事務弁護士事務所）
特 許 出願 業務 を中 心に 、幅広 く 知財 案件 を扱 う。 電気お よ び機 械分 野（ 特に 画
像 技 術、 医療 機器 、工 作機械 ・ 部品 ）の 技術 を専 門とし 、 商標 、鑑 定、 カウ ン
セ リ ング 業務 も行 う。
学 術 界と のか かわ りが 長く、1984 年 にフ ルブ ライ ト・ヘ イ ズ・フ ェロ ーシ ップ
に より 4 年間 日本 に滞 在。1998 年 の再 来日 以降、日本に 居 を構 える。日本 の特
許 事 務所 、米 国法 律事 務所、 お よび 個人 での 業務 経験を 通 して 、個 人発 明家 か
ら 中 小企 業、 大企 業ま で幅広 い クラ イア ント 層の 業務を 扱 う。
1996 年

担当
講師

ニュ ーヨ ーク 州弁 護 士登 録
2003 年

米 国特 許商 標庁 弁護 士 登録

宮城 三次 弁理士（一色国際特許業務法人）
慶 應 義塾 大学 工学 部機 械工学 科 を卒 業後 、株 式会 社日立 製 作所 を経 て、 一色 国
際 特 許業 務法 人に 入所 。機械 ・ 電気 ・ソ フト ウェ アを主 た る技 術分 野と し、 特
許 の 権利 化業 務（ 国内 及び外 国 ）、 先行 技術 調査 業務、 特 許明 細書 等翻 訳業 務
（ 英 語） に従 事。 通訳 案内業 （ 英語 、東 京都 ）の 資格 を 有 する 。
1993 年～1994 年：米国 Franklin Pierce Law Center（現 Franklin Pierce Center for
Intellectual Property, School of Law, University of New Hampshire）にて Master
of Intellectual Property コース修了

※本講座は、英語と日本語を用いて行います。
【第１回】英文明細書の作成
ある日本特許出願に基づいて優先権を主張して米国出願をする場合における、基礎出願の英語翻訳を
準備している場面を想定。受講生は、グループに分かれ、与えられた特許出願の要約を翻訳するように
依頼されます。
その後、翻訳を批評し、文字通りの翻訳（いわゆる直訳）と、より内容を重視した表現形式に過度に
囚われない自由な翻訳との違いを検討します。

（Factors to Consider）
Convention filing (Paris route) under §119 v. PCT Nat’l Stage Entry v. §111 Bypass Application
【第２回】USPTO 審査官の目線で英文明細書を見直す
第１回の講義で英語翻訳した英語明細書の米国出願が審査段階にあり、オフィス・アクション（OA）
が通知されて、米国弁護士および USPTO 審査官と連絡を取り合っている場合を想定。受講生は、グルー
プに分かれ、その対応を依頼されます。

内容
（予定） （Factors to Consider）

Non-final vs. Final OA; AFCP; RCE (Nat’l stage v. bypass); interviews; appeals; continuing
applications.
【第３回】権利行使を検討する
第２回の講義で審査された米国出願が権利化され、米国市場に本米国特許を侵害していると思われ
る製品が見つかった場合を想定。受講生は、グループに分かれ、その対応を検討します。
（ Factors to Consider）
・Do you consult a US attorney? Is it the same attorney who prosecuted the application?
・Assume you send a warning letter to the maker of the product, who then rejects your offer.
・If the maker argues that there is no infringement because the product has elements A, B and
C of the patent claim but not element D?
・Assume infringement not literal but under doctrine of equivalents. How do you proceed?
・If the maker argues that your patent can be invalidated by prior art?
・Suppose the maker of the product offers a cross-license?
・Suppose you have a US subsidiary and the product is imported?
・What moves are possible in the USPTO?

参考図書

In the courts?

Janice Mueller Patent Law, Fourth Edition (2013)

