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▼記述問題の部▼
下記英文はある英語特許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）
In many fields, it is a requirement to have emergency eyewashes and showers, where
the eyes or body of any person may be exposed to injurious corrosive materials. In any
industry in which such exposure is possible, it is a requirement to provide suitable
facilities for quick drenching or flushing of the eyes and body. The emergency equipment
must be located within the work area for immediate emergency use. According to at
least one safety standard, an eyewash and/or safety shower would be required where an
employee's eyes or body could be exposed to injurious corrosive materials. If none of the
materials used in the work area is an injurious corrosive chemical or material (as
indicated by the Material Safety Data Sheet (MSDS) for each product), then an
emergency eyewash or shower would not be required.
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）
Nuclear power generation is being reviewed as it does not produce greenhouse gases.

（2）
A solar cell is a device that converts solar energy into electricity by the photovoltaic
effect.

（3）
A claim must particularly point out and distinctly claim the subject matter.

（4）
It is not permissible to employ the definite article "the" when introducing an element in
the body of a claim for the first time.

（5）
Fuel economy is the amount of fuel required to move the automobile over a given
distance.

（6）
A capacitor is connected to a node between the coil and the diode.

（7）
Exhaust emissions of internal combustion engines constitute a major source of air
pollution throughout the world.

（8）
Ordinary web sites are accessible by specifying URLs.

（9）
As most if not all of these compounds are toxic, handling requires greatest care.

（10）
None of these literatures illustrates this remarkable feature of the present invention.

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）
Direct current and Alternating current are common terms used to describe the two
forms of electricity we use every day in countless different

（2）
Products to be used for therapeutical methods are not excluded from patentability.

（3）
A copper content less than 1 wt% fails to provide the expected result.

（4）
A beverage can generally has a pull-top tab.

（5）
The meaning of every term used in a claim should be apparent from prior art or from
the specification and drawings at the time the application is filed.

（6）
As people become more ecology conscious, public expectations for solar panels, which
use clean energy, increase.

（7）
The criterion of practical use of electric vehicles is whether they can provide a mobile
performance equivalent to or more than that of the gasoline vehicles.

（8）
Since carbon dioxide is a greenhouse gas, it traps the thermal energy that reaches the
surface of the earth and prevents it from being transmitted back into space.

（9）
A complete description, not a mere suggestion, of the subject matter for which a patent
is sought is required.

（10）
If all elements of a patent claim cannot be found in any single prior art reference, then
the claim is considered novel.

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）
レアメタルは自動車や携帯電話などの製品に用いられているがその値段は近年大幅に変動して
いる。

（2）
温室効果ガスにはいろいろな種類のものがあるが、とりわけ二酸化炭素が最も問題である。

（3）
特許は審査官の審査を経てはじめて発行されるものであり、これには普通２－３年かかる。

（4）
出願人は、発明を実施するための最良の形態を開示しなければならない。

（5）
クレームに記載された文言と明細書に記載された文言とは必ずしも同じである必要はない。

（6）
交通渋滞はますます深刻な問題となってきた。

（7）
電気自動車は、多少なりとも従来の自動車よりも効率的である。

（8）
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。

（9）
米国においては特許権の存続期間は出願日から２０年または発行日から１７年である。

（10）
図３は図２に示す装置の分解斜視図である。

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）
フォークリフトは、物品をある場所から他の場所に輸送するためにいろいろな環境下において使
用される。

（2）
自動車のデザインにおいては車内空間を大きくすることがますます求められるようになってきてい
る。

（3）
特許、著作権、商標は混同されがちであるが異なるものであり目的も異なる。

（4）
この出願の発明には公知技術に対して新規性がないので拒絶する。

（5）
PCT 国際出願の各国内移行用の明細書は原文に忠実に翻訳しなければならない。

（6）
産業財産権には特許、商標、意匠が含まれる。

（7）
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。

（8）
この関連技術については文献１に開示されている。

（9）
ハイブリッドカーの開発は、燃費の向上と公害防止のふたつの貢献を果たしてきた。

（10）
日本では、特許の保護範囲や特許対象となる技術の分野が拡がりつつある。

以上

