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▼記述問題の部▼
下記英文はある米国特許出願明細書から抜粋されたものです。この英文を読んで、下線が施さ
れた部分を日本語に訳してください。
（和訳は「回答」のテキストボックス内に入力してください）
This invention relates to an ice coffee maker, particularly to one able to quickly make ice
coffee that can maintain the density and the original aroma of hot coffee.
A conventional coffee maker provided with an electric heating device for making coffee
includes an electric heating percolator and a coffee pot. However, the conventional coffee
maker can only make hot coffee by means of the electric heating percolator. If a person
wishes to drink ice coffee, the hot coffee made by the electric heating percolator, after
cooling off, has to be placed in the cooling compartment of a refrigerator for quite a long
time to convert it into ice coffee with rich aroma, thus taking too much time in making
ice coffee. Another method of having the hot coffee cooling off quickly is to add ice cubes
to the hot coffee; nevertheless, after the ice cubes are melted into ice water and mixed
with the coffee, it will greatly dilute the density and the original aroma of the coffee.
回答：

■選択問題の部■
問 1.次の英文のそれぞれについて最も近い意味の和訳文を選びなさい。
（1）
Some countries are not adherents to an 1878 treaty called The Paris Convention.

（2）
Vehicles using both electric motors and internal combustion engines are not considered
as pure Evs.

（3）
The invention is anticipated by prior art.

（4）
The desire and need to provide cooling for buildings is as old as the art of constructing
human habitation.

（5）
A specification may refer to another patent or readily available publication to help
understanding.

（6）
An assignor cannot challenge validity of the assigned patent.

（7）
To overcome an outstanding Action, applicant has to file a complete and proper reply
within time.

（8）
Soil moisture sensing devices and other methods of water conservation have been
available for decades, but have enjoyed only limited success.

（9）
One of the main advantages of electric vehicles is that no pollutants are emitted directly
by the vehicle potentially reducing pollution.

（10）
Design patents and trademarks are often confused but are different things.

問 2.次の英文のそれぞれについて明らかに誤った和訳文をひとつ選びなさい。
（1）
Paradigm shift sometimes is known as the term used to describe a change in basic
science.

（2）
A greater heat transfer coefficient provides a correspondingly higher effectiveness of
heat exchanger.

（3）
A copper content not less than 1 wt% provides the expected result.

（4）
One mature industry that is economically sensitive to costs is the heating, ventilation
and air conditioning (HVAC) industry.

（5）

A recent U.S. Supreme Court decision has made it more difficult to patent combinations
of known elements.

（6）
Products to be used for therapeutical methods are not excluded from patentability.

（7）
Even a person skilled in the art would not have easily conceived the invention.

（8）
If anyone steals some copyrighted work to copy, then he is liable for infringement of
Copyright and not of theft.

（9）
The desk has a generally flat top panel.

（10）
A claim readable on a known product lacks novelty.

問 3.次の日本文のそれぞれについて最も近い意味の英訳文を選びなさい。
（1）
分子量としては 500.000 乃至 10.000 が望ましいが、そうでなくても良い。

（2）
この条件が満たされればステップ２９に進むがそうでなければバイパスして直接ステップ３０に進
む。

（3）
特許権が切れた発明は誰もが実施しても良いが、他の権利で保護されている場合は別である。

（4）
高炉から出銑した鉄は鋳型に流し込まれてインゴットと呼ばれる塊となる。

（5）
これらの問題を完全に解決できないまでも抑えることがこの発明の目的である。

（6）
クレームにおいて、製品をそれを作る方法によって定義することは認められている。

（7）
この出願は引例１に開示された発明と較べて新規性がないので拒絶されるべきものと認める。

（8）
市街地の気温は一般的に高くなる傾向にある。

（9）
産業現場における輸送技術が臨床検査にも導入されてきた。

（10）
発明が特許されるためにはそれが新規なものでなければならない。

問 4.次の日本文のそれぞれについて明らかに誤った英訳文を一つ選びなさい。
（1）
企業にとって、研究開発と連動して知財活動を行うことが重要である。

（2）
雲は空気中の水蒸気が飽和したときに凝縮してできた細かな水滴の集まりである。

（3）
従来のベビーカーの持つもうひとつの問題は斜面を降る際の制動である。

（4）
この発明は文献１に記載された技術に文献２に記載された技術を組み合わせて容易に達成でき

る。

（5）
この目的は、現在利用可能な手法をもってしてはまだ十分に達成されていない。

（6）
電気モーター駆動の自動車が回生制動を行う場合にはモーターを発電機として使用する。

（7）
ウインドシアとは、小さな距離を隔てた空間の間での風速や風向の差のことである。

（8）
産業財産権には特許、商標、意匠が含まれる。

（9）
侵害被疑製品は文言侵害は構成しないが均等論下での侵害の可能性はある。

（10）
最大圧力は気体の温度によって変わり、気体の温度ほどではないが初期圧力によっても変わる。

