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スマート＆ビガー /フェザーストンホー – 無類のIP
スマート＆ビガーは、知的財産権と技術に関
連した法律を専門とするカナダ最大の特許・
法律事務所です。フェザーストンホーとはパ
ートナー、オフィス、人材を共にし、目指す
目的もひとつ。それは、産業・研究界の先導
者たちに、知的財産権と技術に関して最高級
のアドバイスを提供すること。この目的があ
るからこそ、クライエントの皆様にとって最
も重要なビジネス資産を最大限に活用、商品
化するための支援ができる、と私たちは信じ
ています。

無類の実務範囲
スマート＆ビガー/フェザーストンホーは、
技術と経済の中心であるカナダ四大都市にオ
フィスを構え、知的財産権と技術関連の法律
に実務を制限する一方で、カナダ全土に渡っ
て存在をアピールするという独自の事業戦略
を実施しています。チームアプローチを採用
し、特定のプロジェクトに必要とされるプロ
フェッショナルが、全国各地で参画できる態
勢を整えています。
しかし、高い評価の基盤となっているのは当
所の規模とオフィスのネットワークだけでは
ありません。スマート＆ビガー/フェザースト
ンホーのパートナーは、技術・知的財産関連
法の分野に浮上する諸問題に取組む諮問委員
会の委員を務めた経歴があり、全国の優秀な
法科大学院で教靭をとっているプロフェッシ
ョナルも多く、地域のハイテク産業団体や経
済開発組織でも積極的に活動しています。さ
らに、当所のプロフェッショナルたちは、
AIPPI、AIPLA、FICPI、INTA、IPIC、MARQUESを
始めとする多数の主要機関の理事および委員
会レベルで活躍しており、当所の国際知的財
産権に関する専門知識の強化基盤となってい
ます。技術やビジネス、その関連法律の分野
に新しい進展があるとき、私たちはいつもそ
の最前線にいるのです。

無類の経験
スマート・アンド・ビガー/フェザーストンホ
ーは、カナダでの知的財産権問題の取扱いに

長けているだけでなく、世界の知的財産権問
題に関しても優れた専門知識を開拓してきま
した。当所弁理士の大多数は、カナダ特許庁
と米国特許商標局（USTPO）において業務遂行
資格を有しています。また、英語とフランス
語に加え、日本語、広東語、北京語、ドイツ
語、韓国語、スペイン語、イタリア語、ロシ
ア語など多数の外国語でも対応が可能です。
さらに、米国、英国、ヨーロッパ特許庁での
業務遂行資格保有者や、米国での特許実務を
基本的に専門としているプロフェッショナ
ル、米国知的財産法下で研修を受けたパート
ナーも多数控えています。そのため、世界の
主要な経済市場で見られる知的財産権問題に
ついて、経験に基づいたアドバイスをクライ
エントの皆様に提供できるのです。
当所は、知的財産権における先導的な存在と
して、すべての主要先進国における相当レベ
ルの企業および法律事務所との間に優れた国
際関係を築き上げてきました。また、世界各
国の主要地および産業において、クライエン
トの皆様の最も重要な資産が確実に保護され
るために不可欠なネットワークを世界的な規
模で確立してきました。さらに、クライエン
トが複数の法域で訴訟に関わっている場合、
カナダでの争議で代理を務めるだけでなく、
他国での予審・審理対策の連携に、常時重要
な役割を果たしています。

無類の専門知識

– 飲食料品、タバコ

「採用するプロフェッショナルは科学技術を学
んだ者」という伝統は、私たちが提供するサー
ビスの質の証でもあります。約１１０名の弁護
士、弁理士、テクニカル ・コンサルタントの
ほぼ全員が自然科学を学んでおり、各専門分
野で修士・博士課程を修めた者も多数に上り
ます。

– 高級品、衣料品

– ナノテクノロジー
– 小売
– 通信

無類のサービス
世界の革新的で優良な企業は、知的財産権およ
び技術関連の法律に関する幅広いサービスを求
めてスマート＆ビガー/フェザーストンホーを
選んできました。その理由は、私たちの卓越し
たサービスにあります。複雑な特許訴訟の審理
から、世界各国での商標ポートフォリオ管理ま
で、以下を始めとする多様な分野に渡って、ク
ライエントの皆様に適切な助言と知識を提供し
ています。

– 化学
– 機械、工業
– ソフトウェア、情報技術、
インターネット
– 電気、電子

無類の信頼

– 消費者製品

スマート＆ビガー/フェザーストンホーは、
百年以上にわたって、国内外の企業や法律事
務所がカナダでの知的財産権の保護、活用、
あるいは訴訟について相談を必要とする際に
信頼できるビジネス・パートナーとして知ら
れてきました。当所は、提携する法律事務所
および企業内法律専門家に対して総合的な特
許・商標代理サービスを提供するほか、世界
の有名企業とも協働してきました。

– メディア、放送

スマート＆ビガー/フェザーストンホーは、カ
ナダの他のどの法律事務所よりも多くの特許
・商標出願を作成、提出、登録しており、そ
のサービスの質は、世界的に行われる主要な
調査で、常に高く評価されています。

– 金属、鉱業

– 金融サービス
– 航空宇宙、防衛
– 交通運輸
– コンサルティング
– エネルギー、公共事業（電気、水道等）

無類の業績
知的財産権は、賢明に保護・活用できて初め
て価値が生まれます。スマート＆ビガー/フェ
ザーストンホーでは、クライエントの皆様の
知的財産権および技術関連の資産価値を最大
化することを目的とし、市場の先駆者となら
れるようお手伝いできることに誇りをもって
います。
詳しくは当所のホームページ、
www.smart-biggar.ca をご覧ください。
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