
 

 

 

 

 

 
 

 

グローバル時代における知財訴訟対応に向けた 

ドキュメントマネジメントセミナー 

「変化する知財訴訟の世界」 R&Dから訴訟対応まで 

共催：オリック・ヘリントン・アンド・サトクリフ外国法事務弁護士事務所 

東京法律事務所・外国法共同事業／ 

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社／ 

オープンテキスト株式会社 

協賛：富士通株式会社 

 

本セミナーでは、ライフサイエンス分野を中心に、グローバル市場において主に製造開発をメインとした企業が直面する

知財に関する法的トラブルと最新の判例、およびその対応事例をご紹介いたします。 

各セッションでは、それぞれの分野における専門家が考える R＆Dから訴訟対応におけるドキュメントマネジメントのある

べき姿について講演を行います。 

 

 対象者 法務知財部門・研究開発部門・技術開発部門・経営企画部門・新規事業部門ご担当責任者様向け 

 開催日時 2017年 10月 6日（金） 

 会場 ステーションコンファレンス東京 セミナールーム 

 東京都千代田区丸の内 1-7-12 サピアタワー5F 

       会場 URL：https://www.tstc.jp/tokyo/access.html 

 定員 100名  

 ※参加者は 1 社につき 2 名様までとさせていただきます。 

 ※同業他社の方は、お断りする場合がありますのでご了承ください。 

 ※ご好評につき申し込み多数の場合は、抽選とさせていただく場合がございます。予めご了承ください。 

 受講料 無料 

 申込方法 Webサイト（https://www2.deloitte.com/jp/semi3951）よりお申し込みください。 

 ※お申し込みは株式会社シャノンのサービスを利用しています。 

 ご記入いただく内容は SSL暗号化通信により内容の保護を図っております。 

 申込締切 2017年 9月 29日（金） 
 講演内容 

時間 テーマ 講師 

14:00～14：30 受付  

14:30～14:35 1． Opening remarks  
オープンテキスト株式会社 代表取締役社

長 萩野 武志氏 

14：35～15：20 

2. 基調講演 

『米国子会社のみが訴訟当事者の場合における

日本本社の Discovery対応』 

 米国連邦訴訟規則第 34条（a）の概要 

 判例法からみた、米国子会社（訴訟当事者）

の Discoveryによる本社（米国外）への影響 

オリック・ヘリントン・アンド・サトクリフ外国

法事務弁護士事務所 ディビッド E. ケイ

ス氏 

 

 

参加無料 

https://www.tstc.jp/tokyo/access.html
https://www2.deloitte.com/jp/semi3951


 Discovery を踏まえた、日本本社と米国子会

社間の契約における留意点 

 

15:20～16:05 

3. 『訴訟対応を見据えた情報ガバナンス強化の取り

組み』 

 予防法務をいかに実現するか 

 訴訟対応における想定課題 

 ECM導入の動機 

  

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバ

イザリー合同会社 清水 亮 

16:05～16:15 休憩時間 10分 

 

16：15～17：00 

4． 『当事者レビュー（Inter Partes Review）にお

ける特許権者の宣誓供述による引用文献の適

格性の喪失について』  

 適格性がチャレンジされうる米国特許法上

の引用文献の種類 

 判例法からみた引用文献の適格性 

 宣誓供述に必要な証拠と Discovery 

 

オリック東京法律事務所・外国法共同事業 

中本 安利氏  

17：00～17：45 

5. 『ライフサイエンス分野における企業内情報管 

理、知的財産保護に対応するための考え方とソ 

リューションのご紹介』  

 発明時におけるエビデンスの残し方 

 ライフサイエンス分野におけるデータインテ

グリティ 

 データリポジトリの必要性 

 

富士通株式会社 石田 純一氏 

17:45～18:00 懇親会会場へ移動 

 

18：00～19：30 

6． 懇親会 

講師陣と直接交流する機会を設けました。 

軽食もご用意してございます。お気軽にお立ち寄

りください。 

 

※講演テーマ・講師は変更となる場合がございます。予めご了承ください。 

 

 問い合わせ先  

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社 セミナー事務局  

email：dtfa_seminar@tohmatsu.co.jp 

TEL：03-6213-1180  

※Webよりお申し込みができない場合は、セミナー事務局までご連絡ください。 

 

■ 講師紹介： 

講師 

 

萩野 武志 (はぎの たけし) 

オープンテキスト株式会社 | 代表取締役社長 

20年以上にわたり IT業界にてセールスおよびマネージメント経験を持つ。日本アイ・ビー・エム株式会社の

ネットワークソリューション事業のセールスディレクター（営業部長）、日本アルカテル・ルーセント株式会社

にてセールスディレクター、常務執行役員 キャリア営業本部長などの要職を経て、取締役副社長 キャリア

営業本部長 兼 グローバルエンタープライズ＆社会公共事業本部長に就任、キャリア向け及びエンタープ

ライズビジネスの立ち上げを統括した。 

2017 年 3 月より、オープンテキスト株式会社 代表取締役社長、エクスパダイト株式会社 代表取締役社

長、GXS株式会社 代表取締役社長に就任。OpenTextグループ日本法人の統括および事業推進を担う。 

mailto:dtfa_seminar@tohmatsu.co.jp


 

ディビッド  E. ケイス 

オリック・ヘリントン・アンド・サトクリフ外国法事務弁護士事務所 | パートナー 

オリック・ヘリントン・アンド・サトクリフ外国法事務弁護士事務所のパートナー。米国及び日本を管轄とする

クロスボーダーの知的財産権、営業秘密などの紛争案件において国内外のクライアントを代理するほか、

技術取引、ライセンス契約などを含むクロスボーダーのM&A案件において、知的財産及び ITの面でクライ

アントの支援を行なう。日本における知的財産権及び紛争解決分野の Leading Lawyer として、様々なメデ

ィアから高い評価を得ている。日本語の読み・書き・会話が堪能。米国ニューヨーク州弁護士、日本におけ

る外国法事務弁護士。 

 

清水 亮 （しみず りょう） 

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社｜シニア バイス プレジデント 

大手電機メーカーにて全社戦略の策定、グローバル BPR のプロジェクトマネジメントを推進。その後、知財

ファンド運用会社にてマネージャーとして全社戦略の策定、財務などを担当。 

2016 年より、デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリーに入社。新規事業開発ならびにデータマネ

ジメントサービスに従事。 

 

中本 安利 (なかもと あんり) 

オリック・ヘリントン・アンド・サトクリフ外国法事務弁護士事務所 | アソシエイト 

オリック東京法律事務所・外国法共同事業のアソシエイト。特許訴訟、営業秘密訴訟等の知的財産に関連

する紛争において日本企業を代理する。また、特許ポートフォリオ・マネージメント、知的財産戦略の策定、

敵対的ライセンス交渉に加え、クロスボーダーM&A、事業やテクノロジーの戦略的提携において、知的財産

に関するカウンセリングを行う。オリック入所以前は日系大手エレクトロニクス企業及び政府系特許ファンド

運用会社において、特許の権利化、売買、ライセンス交渉、訴訟等の実務経験を有する。米国カリフォルニ

ア州弁護士、日本国弁理士。 

 

石田 純一 （いしだ じゅんいち） 

富士通株式会社 | 専任部長 

ライフサイエンス業界のお客様へのソリューション提案、コンサルティング、システム導入支援、グローバル

プロジェクト管理に従事。とくに R&D分野を中心として電子化、グローバル規制対応のソリューション企画

立案を実施。最近は、Data Integrity、Traceability、Data Transparencyに着目。 
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