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知的財産創出をめぐる英語の役割

海外での知財戦略
の重要性アップ

引用元
特許庁 特許行政年次報告書

Communication skills in English are an essential tool used in the world of IP
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Patent とは
出願した国の政府から認められる法的文書

発明者に与えられる独占権
その発明の製造、使用、販売が可能

△ 各国に異なる特許法
△ 現地代理人とやり取り

△技術を言語化
△対象国の言語に翻訳

◯日本から海外に出願
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取得するのは発明技術の”権利”

そのための手段は”言語”のみ

現地プラクティスに則った表現が必要



知的財産創出をめぐる英語の役割
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開発者

翻訳者

現地
代理人

日本特許庁

弁理士

海外特許庁

日本企業

特許事務所

自社
出願

言語のやり取り
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WRITING
特許明細書
応答書面
Eメール

READING
海外特許
特許法
審査基準

LISTENING
プレゼン質疑

SPEAKING
インタビュー

Communication skills in English are an essential tool used in the world of IP

知的財産創出をめぐる英語の役割
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英語力

知的財産創出をめぐる英語の役割

技術力に対する
正当な財産

Communication skills in English are an essential tool used in the world of IP

損失と
無駄な経費
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科学技術英語授業の役割と在り方
A learning course of English for science and engineering helps students build their careers in their specific fields.

英語授業に
不足した側面の補充

役 割
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新たなアプローチの
提供

モチベーションを保ち、
実践力へ

在り方

理系学習者に適切な
方策で



科学技術英語授業の役割と在り方

在り方

デジタルネイティブ・絵が上手

絵、写真、図、模型、実物の利用

言語への関心は薄い・英語必要？

規則的なことは得意

視覚を通した学習が得意

単語を覚える作業が嫌

教師との相性の影響大

ロジカルなこと大好き

必要な英語学習は有限、の提示

教師と共にコンテンツに向き合う

英語の基本構文の活用

理系学生

日本語を介さず、直接英語へ

実社会での近似状況と教材

理論が自明な題材の利用
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A learning course of English for science and engineering helps students build their careers in their specific fields.

職人型・一人作業が得意 一人作業による成果物



科学技術英語授業の役割と在り方
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A learning course of English for science and engineering helps students build their careers in their specific fields.

翻訳講師としての経験から

企業研修講師としての経験から

企業における英語処理の現状
包括的なレベルアップがないのはなぜか
社会人になってから学習？
予算・時間・意識の不足

翻訳品質が高い人の特徴
STEM＋Medical分野の専門家
TOEICの是非
Google翻訳活用の有効性
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実践例とテキストの紹介
Examples of course and class of English for science and engineering & Introduction of textbook

GOAL
英文による論文の

ポスタープレゼンテーション
を行う

大学 高校

GOAL
理系英語の世界を

体験する
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実践例１・大学理工学部シラバス (3年生 物理数学、化学生命、電気電子約70名)

2019前期

1. 技術英語の3C (clear, concise, and correct)＋α 論理を書く英語/科学技術英語とは
演習topic: 動画dancing raisin

2. 基本ライティング基本ライティング演習(構造) 構造は状態static/既知情報から新規情報へ/
演習topic: 動画wind car・特許引用Apple watch・toothbrush bot

3. 演習(動作) ) 動作は時系列に動作動詞で/プロセスと状態や結果とを区別する
演習topic: 動画wind car・論文引用drone・Rube Goldberg Machine

4. 基本ライティング演習(システム) 大フレームから小フレームへ/単数と複数/数えられない名詞
演習topic: ピエゾ電気発生装置・重粒子線がん治療システム

5. 簡単実験プロジェクト Marshmallow Tower Competition and Presentation
6. ライティング演習(グラフ・図) グラフ説明の表現・数式の読み方

演習topic: 水の凍結-沸騰・エントロピー・重粒子線がん治療効果
7. ライティング演習(プロセス・フローチャート) プロセスの読み方書き方・フローチャートの書き方

演習topic: 顔認識技術・成形工程・４ストロークエンジン工程
ワンタイムパスワードの生成

8. 中間到達度確認演習 ギヤポンプ(writing)・がん治療論文(reading)
9. ライティング演習(実験、因果関係) 実験レポートの書き方

演習topic: 振り子実験の仮説・DNA抽出方法、不透明な紙と透明な紙
10.ライティング演習(実験、問題とその解決法) 獲得したスキルによるReadingとWriting

演習topic: 卵の見分け方・免振システム・特許（卵ひび割れ検出装置）
11.ライティング演習(実験、比較) 獲得したスキルによるReadingとWriting

演習topic: 論文（オキシトシンの分泌）
12. ライティング・リーディング演習 獲得したスキルによるReadingとWriting

演習topic: Apollo Technology・non-Newtonian materialの実験
13. プレゼンテーション演習-1- Oral演習topic: M&M実験(chemistry)
14. プレゼンテーション演習-2- Oral演習topic: bullet-proof materialの実験・a balloon device(physics)
15. 到達度確認演習 ガスライター(writing)・NASAによる宇宙実験(reading)
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Thermal and Nuclear Power Generation Cost Estimates Using 
Corporate Financial Statements
How does Video Assistant Referee (VAR) modify the game in elite 
soccer?

Quantum supremacy using a programmable
superconducting processor

Research and Development of a Debris Removal Method Using
Interaction between Space and Electrode with Applied Voltage

The Extinction of the Dinosaurs in North America

Silent Owl Flight: Acoustic Wind Tunnel Measurements on Prepared
Wings

Effect of dark chocolate on arterial function in healthy individuals

Smartphones’ Effects on Academic Performance of Higher Learning
Students.

Wind Energy Conversion by Plant-Inspired Designs

Development of a Modified vacuum cleaner for Lunar Surface
Systems

The Effect of Meteorological Conditions on Fly Ball Distances in 
North American Major League Baseball Games

Frictional Coefficient under Banana Skin

The use of an outlier detecting method in time series of continuous
daily measurements of underground water level and temperature in
earthquake prediction investigation

Internet of Things and 5G solutions for development of Smart Cities and 
Connected Systems

Using Inquiry-Based Experiments to Improve Pre-Service Science Teachers&rsquo; 
Science Process Skills

Speech Jammer: A System Utilizing Artificial Speed Disturbance with Delayed
Auditory Feedback

Gender Role Portrayal and the Disney Princesses

The function of dream sleep

Face Recognition: Features versus Templates

Personalized Hey Siri

Simplifications of the Lorenz Attractor

Dinitrogen cleavage and functionalization by carbon monoxide promoted by a
hafnium complex

3D Printing of Personalized Thick and Perfusable Cardiac Patches and Hearts

Mars in ice ages for – 25% of post-Noachian Geologic History

Polymer capture by electro-osmotic flow of
oppositely charged nanopores

Is There a Role of Autophagy in Depression and Antidepressant Action?

An empirical study on Blood Types and Personality

Nuclear fusion and its large potential for the future world energy supply

Eye movements in the Comprehension of Comic Strips

Deep Reasoning Networks

学生が選択した論文タイトル
（後期）
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学生が制作したポスター例
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４種類の実験授業を
４クラスに平行して実施

４人の講師に担当を依頼
英語のプロ、文系

文系理系を分けることなく
全員をクラスごとに割当て

技術英語のエッセンスを
伝える総括授業を別枠で

Physics 

Biology

Engineering

Chemistry 全員に届く授業
置いてきぼりを作らない授業

実践例2・高校特別授業 (都内私立女子高 ２年生全員 約200名)

物理・工学・生物・化学
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実践例2・高校特別授業 (アンケート結果)
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テキスト紹介
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テキスト紹介
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テキスト紹介
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校外活動
学校・地域を跨いだ活動

オンライン授業

教員連携
理科―英語

教員育成
勉強会

Future Work

今後の展開

ビジネスとの連携
出張授業

学校内
高校以下
授業に取り入れ

大学以上で拡充
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DOWNLOAD
https://www.nap.edu/login.php?record_id=25612&page=https%3A%2F%2Fwww.nap.edu%2Fdownload%2F25612

Description
Engineering education is emerging as an important component of US K-12 education. 
Across the country, students in classrooms and after- and out-of-school programs are 
participating in hands-on, problem-focused learning activities using the engineering 
design process. These experiences can be engaging; support learning in other areas, 
such as science and mathematics; and provide a window into the important role of 
engineering in society. As the landscape of K-12 engineering education continues to 
grow and evolve, educators, administrators, and policy makers should consider the 
capacity of the US education system to meet current and anticipated needs for K-12 
teachers of engineering.

勉強と変革と
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