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【現地報告】アメリカ最前線の訴訟弁護士が解説 

米国ＩＰ(知財)訴訟とＡＩ法務の最新情報 
＜牧野和夫弁護士とのミニ・ディスカッションと日本語サマリー付き＞ 

講師 Louis
ル イ ス

 DelJuidice
デ ル ジ ュ デ ィ ス

 氏 
Trautman Sanders 法律事務所  
（ニューヨーク事務所パートナー）特許弁護士  

コーディネーター 牧野
ま き の

和夫
か ず お

 氏 
芝綜合法律事務所  弁護士･弁理士  
米国ミシガン州弁護士  早稲田大学講師  

日時 平成３０年７月１３日（金）午前 1０時 0０分～１２時３０分 
  
アメリカの知的財産分野でトップファームである Trautman Sanders 法律事務所のニューヨーク事務所のパート

ナーである、Louis DelJuidice（ルイス・デルジュディス）特許弁護士をお招きして、現地から最新情報をお届けしま
す。 
アメリカ最前線の訴訟弁護士から米国ＩＰ(知財 )訴訟とＡＩ法務の最新情報を仕入れて米国法務に備える良い

機会です。講演は、牧野弁護士が DelJuidice 弁護士に問い掛けてそれに答えて頂くミニ・ディスカッション形式で
進めます。最新情報の習得だけでなく、英語力（法律英語）の確認の機会にもなります。多くのみなさんの参加を
歓迎いたします。 

１．アメリカ訴訟の最先端問題と対応戦略 Cutting edge issues in US litigation and how to deal with them 
（１）知的財産権保護と独占禁止法規制のバランスを押さえる To understand the balance between IP protection 

and anti-trust regulations 
（２）アメリカ知財訴訟の最新動向と対応  Recent developments in US IP litigation and how to deal with them 
（３）Patent Troll の最新動向と対応 Recent developments in US Troll litigation and how to deal with them 
（４）アメリカ訴訟に対応した契約書ドラフト【初公開】Drafting Contracts, considering US litigation  
（５）ＡＩ技術の知財保護について How to protect AI technology 

 
２．ＡＩ技術とアメリカ法律事務所の実務（訴訟手続、契約・相談実務への影響）  AI technology and its 

impacts on US law firm practices 
（１）訴訟手続（eDiscovery 等）への影響（裁判所、司法省） impacts on litigation proceedings (eDiscovery, 

court, DOJ) 
（２）契約実務への影響  impacts on contract drafting, negotiations 
（３）法務コンサル実務への影響  impacts on legal counselling 
（４）企業法務・法律事務所は今後どうなるのか？What happens on inhouse counsel, law firms?  

 
３．その他最新情報（参加者のみなさんからのご質問も大歓迎です）Any other new topics – we welcome 

any questions! 
 
【Louis DelJuidice 氏】  
電気機械、携帯電話、コンピュータおよび医療機器分野（ビジネスメソッド特許、DVD、オーディオ機器、携帯電話、デジタル著作
権管理（DRM）、電子透かし、インターネットコンテンツプロバイダ、デジタルカメラ用光学機器、切削工具、透析機、吸収性物品、半
導体、印刷物回路基板、および回路基板コネクタ技術）の訴訟・紛争解決及び法的助言に従事。 
学歴 : Pace University, J.D., magna cum laude（首席卒業）, 
2001 Lehigh University, M.S., 1995  Lehigh University, B.S., 1993  
出版・講演等 :１．「弁護士・依頼者間秘匿特権及びワーク・プロダクツの理論の概要」ニューヨーク市に拠点を置く日本企業法務部
長会、2014 年 7 月、 ２．「知的財産権および独占禁止法遵守」企業研究会、日本、 2014 年 5 月、「あなたのアイデアの発明概念
の発見  - その他の知的財産に関するヒント」、ニューヨーク、マンハッタンの発明家協会の会議、2013 年 12 月  等多数。 
【牧野和夫氏】 
1981年早稲田大学法学部卒。1989年 GM Institute修了、1991年ジョージタウン大学ロースクール法学修士号、2013年ハーバード・
ロースクール交渉戦略プログラム修了。いすゞ自動車株式会社法務部課長、アップルコンピュータ（株）法務部長、早稲田大学大学
院講師、東京理科大大学院客員教授、尚美学園大大学院客員教授を経て、現在、英国国立ウェールズ大学大学院（ビジネススクー
ル）教授、関西学院大学法学部・商学部講師、明治学院大学法学部講師、国士舘大学大学院講師、企業法務協会理事など。主
な著書に「英文契約書の基礎と実務」DHC、「国際取引法と契約実務（３訂版）」（共著）、以上中央経済社、「契約書が楽に読めるよう
になる「英文契約書の基本表現」」日本加除出版、「知的財産法講義（三訂版）」税務経理協会、ほか現在まで著書は 66 冊を数え
る。                                                           ※  録音･ビデオ撮影はご遠慮下さい。                                 

 

■主催  経 営 調 査 研 究 会  

  ■後援  金 融 財 務 研 究 会                     
http:/ /www.kinyu.co. jp  

Facebook：http://www.facebook.com/keichoken  
Twitter：https://twitter.com/#!/keichoken  
Blog：http://keichoken.blogspot.com/ 

http://www.kinyu.co.jp/


 平成３０年７月１３日（金） 
１０：００ ～１２：３０  
 

茅 場 町 ･グリンヒルビル   

金融財務研究会本社 セミナールーム 
東京都中央区日本橋茅場町 1-10-8 
TEL 03-5651-2030 
地下鉄東西線・日比谷線  茅場町駅  

６番出口より徒歩１分   

（開場は開演の３０分前です。）      
 
１名につき３１ ,０００円  

（消費税、参考資料を含む）  

１社２名以上同時に参加お申込みいた  

だいた場合、お２人目から１名につき２７ ,０００円。追加申込みの場合

はその旨ご記入下さい。  
 
経営調査研究会  ホームページ http://www.kinyu.co.jp/ 
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 1-10-8 グリンヒルビル  

TEL 03-5651-2033  FAX 03-5695-8005 
 
ファックス又は郵便にて参加申込書をお送り下さい。上記ホームページの申込欄か
らもお申込いただけます。折り返し、受講証と請求書を郵送致します。参加費は下
記の普通預金口座に開催日前日までにお振込み下さい。（但し経理の都合等で間に
合わない場合は、ご連絡いただければお待ちいたします。）参加費の払戻しは致し
ませんので申し込まれた方がご都合の悪い時は代理の方がご出席下さい。又当日ご
参加になれなかった場合、当社および金融財務研究会主催の他のセミナーに無料で
ご出席いただけます。 (但し新しいセミナーの参加費との差額が 2,000 円以上の時
は差額をお支払いいただきます。また、振替は 1 年以内にお願いいたします。 )  

ご記入いただきました個人情報は、当社および関係会社の受講者名簿の整備や今後開催される  

セミナーのご案内等に使用します。  

普通預金 口座名  (株)経営調査研究会  
 
三菱 UFJ 銀行 八重洲通支店 0602180 三井住友銀行 東京中央支店 3207281 

みずほ銀行  京橋支店  1813877 三菱 UFJ 信託銀行 日本橋支店  1979947 

      
  

切らずにこのままお送り下さい  
  

 
【現地報告】アメリカ最前線の訴訟弁護士が解説 
米国ＩＰ（知財）訴訟とＡＩ法務の最新情報 
   ７／１３  

 
◆参加申込書◆ 

FAX 03-5695-8005 
 
 
平成３０年   月     日  

ご連絡・講師へのご質問等ご記入下さい   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ｾﾐﾅｰｺｰﾄﾞ 1313（Law-301313）                     

会 社 名 

TEL 
FAX 

 
E-Mail 

所 在 地 
〒 

参加者ご氏名  部課名  

〃  〃  

〃  〃  

〃  〃  

書類送付先 

(同上の場合記入不要)    

ご担当者                  部課名 

TEL                    FAX                                    

お申込の翌日には「受講証・請求書」を発送しておりますが、お手元に届かない場合は、弊社までご連絡下さい。 

開 催 日 

会 場 

参 加 費 

申 込 先 

申込方法 

振込口座 

 


