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▼記述問題の部▼
以下の英文を読み、それに続く日本語文章を英訳してください。

The term "air quality" indicates the state of the air in a given space. Good air
quality typically refers to "clean," i.e., unpolluted, air. Clean air is essential for the
health of humans, wildlife, vegetation, water and soil. Poor air quality may be the
result of a number of factors, including emissions from various sources, including
natural and human-caused emissions. For example, automobile, fossil fuel burning
and livestock emissions can all have a significant effect on air quality. Poor air
quality occurs when pollutants reach sufficiently significant concentrations to
endanger or adversely impact human health or the environment.
この発明は、所定の空間内において清浄な空気を清浄な状態に保つための空気品質制御装
置を提供する。
この発明の空気品質制御装置は、空間内の汚染物質の濃度を計測する手段と、計測された
濃度が人の健康に悪影響を与える所定のレベルに達しているかどうかを判断する手段と, 達
している場合に空気清浄機を作動させる制御手段とを備えている。

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

（2）
A claim should be written to withstand a hostile reading by a third party who would like
to design around.

（3）
The specification is not enabling.

（4）
The recent sustained increase in international oil prices has once again highlighted the
potential for biofuels.

（5）
A claim should be narrow enough to avoid reading on prior art.

（6）
What "patent pending" means is only that a patent application has been filed.

（7）
Vehicles using both electric motors and internal combustion engines are not considered
as pure Evs.

（8）
Gas turbine engines are used for a variety of purposes where large amounts of power
are required at high efficiency.

（9）
Internet penetration among Japanese people is showing a remarkable advance in recent
years.

（10）
Ordinary web sites are accessible by specifying URLs.

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）
Portable computing devices continue to become more complex and powerful.

（2）
Paradigm shift sometimes is known as the term used to describe a change in basic
science.

（3）
If anyone steals some copyrighted work to copy, then he is liable for infringement of
Copyright and not of theft.

（4）
The idea of Copyright protection only began to emerge with the invention of printing.

（5）
A copper content less than 1 wt% fails to provide the expected result.

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

（7）
As people become more ecology conscious, public expectations for solar panels, which
use clean energy, increase.

（8）
The device of the invention is generally denoted by numeral 1.

（9）
A recent U.S. Supreme Court decision has made it more difficult to patent combinations
of known elements.

（10）
The term "vehicle" is used herein to mean electrically and/or mechanically driven
automobiles.

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）
この発明はこれらの問題を完全に解決できないまでも抑えることはできる。

（2）
市街地の空気清浄度は一般的に低くなる傾向にある。

（3）
温室効果ガスによる地球気候への影響について工業国の懸念が増大しつつある。

（4）
発明が特許されるためにはそれが非自明なものでなければならない。

（5）
商標権者は、他人による紛らわしい商標の使用を阻止する権利を持つ。

（6）
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。

（7）
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。

（8）
この分留塔の中では上昇する気相と下降する液相とが互いに接触する。

（9）
出願料は特許出願時に支払わなければならない。

（10）
海洋汚染は、川に流れ込む工場の汚染物質にもその原因がある。

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）
本明細書に開示された耐酸耐食合金は歯科用その他の用途に用いられる。

（2）
IT 技術の分野では、R&D の競争が激化しており、特に情報記憶技術と通信技術において
それが著しい。

（3）
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。

（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）
ビル内交流配電網にはいろいろな種類のケーブル構造が用いられている。

（6）
この関連技術については文献１に開示されている。

（7）
複数の研究者が出願発明に寄与した場合、どの発明に対して誰を発明者とするかは大事な問題
である。

（8）
自動車のデザインにおいては車体の剛性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。

（9）
携帯電話のデザインにおいては重さを小さくすることがますます求められている。

（10）
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。

以上

