米国知財の最近の動向と具体的な実務助言
セミナーのご案内
米国の特許侵害と有効性判例法、PTO ガイダンスと早期審査の最近の動向と具体的な実務助言
を４つのトピックに分けてご提供させて頂きます。
米国法律事務所、McCarter & English, LLP からは Michael R. Friscia と Mark Dunn Giarratana が講師
を務め、弁理士井関勝守氏に、モデレイターとして各トピックに関し、日本の視点からコメン
トして頂きます。又、当日は同時通訳をご提供いたします。ご多用中とは存じますが、
万障お繰り合わせのうえ、ご出席くださいますようご案内申し上げます。

記
日時：
場所：
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平成２７年１１月１１日 （水） １４：００－１９：００
TKP ガーデンシティ大阪梅田
大阪府大阪市福島区福島５-４-２１
TKP ゲートタワービル １６F ホール１６A
Tel: ０６－４４００－５２６３

テーマ:

米国の特許侵害と有効性判例法、PTO ガイダンスと早期審査の最近の動向と
具体的な実務助言
RECENT DEVELOPMENTS IN UNITED STATES PATENT INFRINGEMENT AND VALIDITY
CASE LAW, PTO GUIDANCE, AND EXPEDITED PROSECUTION, AND PRACTICE TIPS

内容：
１４：００

受付

１４：１５

開会のご挨拶

１４：２５

不明瞭と機能的クレーム
Indefiniteness and Functional Claiming
(The U.S. Supreme Court's decision in Nautilus v. BioSig set a new standard for
determining whether a patent claim is "indefinite," and the more recent en banc
decision of the Court of Appeals for the Federal Circuit (CAFC) in Williamson v. Citrix set
a new standard for functional claiming. We will examine the impacts of these decisions
and provide practice tips for addressing them..)

１４:４５

井関先生による解説・Q & A

１５:００

米国でのコンピューター関連の発明の特許性
Patentability of Computer Related Inventions in US
(Patent protection on computer related inventions continues to evolve in the US after
the Alice decision. We will discuss the Alice decision, as well as the USPTO Guidance,
the USPTO Abstract Idea Examples, the July 2015 Update on Subject Matter Eligibility,
and recent case law, to provide an update on patent eligibility of computer related
inventions in the US.)

１５：２０

井関先生による解説・Q & A

１５：３５

休憩

１５：４５

米国での特許早期審査についての戦略
Strategies for Expediting Patent Prosecution in US
(Managing a global patent portfolio can be time-consuming and expensive. We will
review a number strategies that are available for expediting patent prosecution in the
US.)

１６：０５

井関先生による解説・Q & A
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１６：２０

誘引侵害と分割侵害
Inducement and Divided Infringement
(In Akamai Technologies v. Limelight Networks, the U.S. Supreme Court held that a
defendant could be liable for induced patent infringement of a patented method only if
a single party would have been liable for performing all of the claimed method steps.
However, the Supreme Court asked the CAFC to reconsider its standard for direct
infringement. In doing so, the CAFC held that two parties may be liable for direct
infringement of a method claim (i) where one party directs or controls the actions of
another or (ii) where two parties form a joint venture to practice the claimed steps. We
will examine the impacts of these decisions and provide practice tips for addressing
them.)

１６：４０

井関先生による解説・Q & A

１７:００

懇親会（－１８：３０）会場： 同ビル １６F ホール１６B

＊懇親会では、単なる講師との交流の時間だけではなく、米国の最新知財情報、
現在話題のトピック、セミナー内では話しきれなかった重要事項などを参加者の皆様と
形式ばらずに情報交換する時間も含める予定でございます。
定員：

３０名

費用：

無料

申し込み： 恐れ入りますが、ご参加いただけます場合は、貴社名、貴社所在地、ご参加者名、
メールアドレスをご記入の上、１１月６日（金）までに担当者
ウィリアムス由紀子までメールにてご返送賜りますようお願い申し上げます。
ywilliams@mccarter.com
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スピーカー・モデレイターの紹介

Michael R. Friscia

マイケル・フリシャ







Mark D. Giarratana

（特許弁理士、知財・商標の実務にて２５年以上のキャリアを持ち、知的財
産法全般を手掛ける。コンピューターシステム、ビジネスメソット。その他
多くのテクノロジーを含む機械・電機分野の顧客の知的財産登録出願の準備
及び手続きを行う。）
マーク・ジラターナ






Partner, IP/IT Group, McCarter & English LLP (Hartford, CT)
Admitted in New York, Connecticut, and to U.S. Patent and Trademark
Office
J.D., University of Connecticut School of Law, with honors; B.S.M.E.,
Catholic University
Extensive experience in litigating patent and other IP cases in federal courts
Advises clients on IP issues related to all aspects of patent, trademark and
copyright procurement, litigation, licensing, and the negotiation of IP
transactions
（知的財産法のあらゆる分野、特許・商標・著作権に精通しており、ライフ
サイエンス・テクノロジーと同様に消費生産企業などの社外知的財産相談役
として活躍している。また知的財産権に関わる事前訴訟分析、独占禁止法の
原告・被告の代理としての訴訟も、顧客に有利な終審を導いている。）
井関 勝守

Katsumori Iseki
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Partner, IP/IT Group, McCarter & English LLP (Newark, NJ)
Bachelor of Engineering, Stevens Institute of Technology; J.D. New York
Law School
Specializes in building patent and trademark portfolios for clients.
Extensive IP litigation experience in patent and trademark matters including
Inter Partes proceedings and Mediation
Adjunct Professor, Seton Hall Law School 1999-2006

知財実務経験１５年（うち米国特許実務経験１３年）。
出願から拒絶理由に対する応答を中心に、appeal、reissue、
reexamination、NDA 契約など、米国特許実務を豊富に経験し、また、改正
特許法及び最新の判決にも明るい。
米国ローファームでの駐在経験があり、米国特許商標庁にて審査官との面談
経験も有する。
米国カリフォルニア大学バークレー校ロースクールにて、米国法全般及び米
国知的財産権法を修学する（法学修士（ＬＬ．Ｍ．））。

