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John Nicholas 

Justice, Federal Court of Australia 

オーストラリア連邦裁判所（シドニー）の判事。1982 年にニュ

ーサウスウェールズ大学を卒業し、文学士と法学士の学位を取

得。ニューサウスウェールズ弁護士会でのバリスターとしての

仕事の開始に先立ち、1987 年までソリシターを務める。バリス

ターとして商法と知的財産法の分野で業務を行う。2001 年に上

級バリスターに任命され、2009 年にオーストラリア連邦裁判所

判事に任官。それ以来、特許権、著作権、商標権などの知的財

産権の分野における訴訟を第一審と控訴審で幅広く担当。これ

らの訴訟の中には、インターネットサービスプロバイダーや検

索エンジンプロバイダーの法的責任、単離された遺伝子材料や

ビジネスモデルの特許性に関するオーストラリアでの先駆的事

案も含まれる。

Justice John Nicholas is a Judge of the Federal Court 
of Australia based in Sydney.  He graduated from 
the University of New South Wales in 1982 with the 
degrees of Bachelor of Arts and Bachelor of Laws. 
He was a solicitor until 1987 before he commenced 
practice at the New South Wales Bar.  As a barrister 
he practised in the areas of commercial law and 
intellectual property law.  He was appointed Senior 
Counsel in 2001 and to the Federal Court of Australia 
in 2009.  Since then he has heard a wide range of 
intellectual property cases at trial and on appeal in 
the areas of patents, copyright and trade marks. 
These have included some of the leading Australian 
cases concerning the legal liability of internet service 
providers and search engine providers, and the 
patentability of isolated genetic materials and 
business methods. 

弁護士／Attorney at Law

Sarah Matheson 

Partner, Allens 

特許、商標、著作権、および意匠権の侵害や有効性、パッシ

ング・オフ、誤解を与える行為や詐欺行為、企業秘密の窃取

などを含む、知的財産権の執行や防御に関わる訴訟に頻繁に

従事している。

オーストラリア連邦裁判所で経験豊富な特許訴訟弁護士で

あり、医薬品、医療機器、エンジニアリング、通信、および

石油・ガスの各分野の顧客を代理して、同国の特許紛争、特

許訴訟においてしばしば活動している。

現在は、Bristol Myers Squibb、大塚製薬、Biomerics（高周

波プローブカニューレ製品）および Mine Site Technologies

（採鉱用通信装置）の特許紛争に従事している。

国際知的財産保護協会（フランス語名の短縮形である AIPPI

で一般に知られている）で前任の主席報告者を務めた。同協

会は、知的財産保護制度の構築と改善を目的とする代表的な

国際機関であり、主席報告者として、AIPPI で実体法政策の

作業チームを率いた。

「国際的なノウハウを活用し、世界的規模で展開する問題に

通暁する最高の戦術家」と業界では評されている。知的財産

に関する国際的なランキングの常連である。

Sarah frequently acts in litigation involving the 
enforcement and defence of intellectual property 
rights, including infringement and validity of 
patents, trade marks, copyright and designs, passing 
off, misleading and deceptive conduct and trade 
secret theft.  
Sarah is an experienced patent litigator in the 
Federal Court of Australia, often conducting the 
Australian proceedings of patent disputes, litigation, 
including for clients in the pharmaceutical, medical 
device, engineering, telecommunications, and oil and 
gas sectors. 
Sarah is currently acting in patent disputes for 
Bristol Myers Squibb and Otsuka Pharmaceutical, 
Biomerics (radio frequency probe cannula products) 
and Mine Site Technologies (mining communications 
equipment). 
Sarah is the immediate past Reporter General of the 
International Association for the Protection of 
Intellectual Property (generally known by its French 
name abbreviation, AIPPI), the leading international 
association dedicated to the development and 
improvement of regimes for the protection of 
intellectual property. As Reporter General, Sarah led 
the team responsible for the substantive legal policy 
work of AIPPI. 
She has been described by market commentators as 
'superb tactician' who 'brings international savoir-
faire to the table and excels on matters playing out on 
the global stage'. Sarah is regularly recognised in 
international intellectual property rankings. 
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Philip Kerr  

Senior Patent/Trade Mark Counsel, Allens 
 

Philip Kerr 氏は、世界をリードする知的財産弁護士のひと

りとして知られている。優れた訴訟技術を備え、特許、著作

権、商標や意匠に関する紛争の分野で助言を必要とする顧客

にとって、彼は第一の選択肢である。彼は、特許法について

高度な知識を有し、かつ複雑な技術的、科学的争点を迅速に

掌握し、そしてオーストラリアにおける国際的な特許紛争の

手続で頻繁に代理人を務めている。 

Philip Kerr 氏は、日亜化学（世界でトップの LED 供給者）、

大塚製薬、セイコーエプソンならびにパーデュファーマグル

ープ（パーデュファーマ、マンディファーマおよびユーロセ

ルティック）の特許紛争における代理人を務めている。 

Philip Kerr 氏は、商標の保護や不正使用、無許諾使用の監

視など、ソニーのために商標関連のさまざまな案件に従事し

ている。 

ペプシコグループ（ペプシおよびスミスのスナック食品）は、

オーストラリアにおける知的財産の問題で、Philip Kerr 氏

の助言を得ている。 

Philip Kerr 氏は、１９８１年から２０１４年まで、上記法

律事務所のパートナーを務めた。Philip Kerr 氏は、彼の専

門的知識経験により、しばしば政策協議の過程に招聘され、

現行のオーストラリア特許法を起草した委員会において、オ

ーストラリア弁護士会の代表を務めた。彼は現在、オースト

ラリア弁護士会知的財産委員会の委員である。 

Chambers の２０１９年アジア太平洋地域ランキングにおい

て、Philip Kerr 氏は一級の特許弁護士とされ、顧客の間で

高い評価を受けていると記述されている。「彼は驚くような

事件を上手くやり遂げるし、差し出がましいところがなく役

に立ち、そして難しい判断に強い。顧客に対し率直な助言が

できることが素晴らしい」という評者のコメントが引用され

ている。 

 

 

Philip is recognised as one of the world's leading 
intellectual property lawyers. His strong litigation 
skills make him first choice for clients seeking advice 
in patent, copyright, trade mark and design disputes. 
He has high-level knowledge of patent law, quickly 
grasps complex technological and scientific issues, 
and frequently acts in the Australian proceedings of 
international patent disputes. 
Philip is acting in patent disputes for Nichia 
Corporation (the world's largest supplier of LEDs), 
Otsuka Pharmaceutical, Seiko Epson Corporation 
and The Purdue Pharma Group (Purdue Pharma, 
Mundipharma and Euro-Celtique). 
Philip acts for Sony in a wide variety of trade mark 
work, including protection, monitoring misuse and 
unauthorised use of trade marks. 
The PepsiCo group (Pepsi and Smith's Snackfoods) 
seek Philip's advice on their Australian intellectual 
property issues. 
Philip was a partner of the firm from 1981 to 2014. 
Philip's expertise means he is frequently called upon 
to contribute to policy discussions. He was the Law 
Council of Australia's representative on the drafting 
committee that prepared the current Australian 
Patents Act. He is a member of the Law Council of 
Australia – Intellectual Property Committee. 
Chambers Asia-Pacific 2019 ranks Philip as a top tier 
patent lawyer and describes him as 'highly respected 
in the market'. Market commentators were quoted as 
saying: 'He puts together a fabulous case, is helpful 
without being intrusive and is very good with the 
difficult decisions. He is very good at giving honest 
advice to the clients.' 

 

  




