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Jia GUO 

NGB CORPORATION, Chinese Patent Attorney  
 

◎職歴 

2010 年 4 月～2012 年 9 月 

北京林達劉事務所 入所 

2015 年 4 月～現在に至る 

日本技術貿易株式会社  中国弁理士 

◎学歴 

2004 年 9 月～2009 年 8 月  

中国大連理工大学 機械工学学部  工学学士 

2012 年 10 月～2015 年 3 月 

横浜国立大学 大学院国際社会科学府 国際経済法学専攻 

法学修士 

 

Education: 
M.S., Yokohama National University, International 
Law and Economics(2012~2015) 
B.S., Dalian University of Technology, mechanical 
design, manufacturing and automation(2004~2009) 
Working Experience: 
Patent Attorney, Linda Liu & Partners (2010-2012) 
Patent Attorney NGB CORPORATION (2015-Present) 
 

 

 

 

 

Nancy (Xiaowen) Song  

Junior Partner, Beijing Wei Chixue Law Firm, Chinese Patent Attorney 

 

Nancy (Xiaowen) Song 氏は、ジュニアパートナーで電気工

学部門のグループ長である。彼女は、２００８年、清華大

学を卒業し、サンタクララ大学ロースクールから CALI 優等

賞で法学修士（LLM）を取得した。そして２０１８年米国弁

理士試験に合格した。 

Nancy (Xiaowen) Song 氏は、事業に対する知的財産の意義

ならびに訴訟リスクを考慮したうえでの戦略的な特許取得

について鋭い理解を有しており、民生用 IC 設計で世界トッ

プの企業において、彼女は特許のキャリアをスタートした。

彼女は信頼を得て、移管されてきた案件を処理し、以前の

出願での欠陥を是正し、そして顧客にとって不利な決定を

覆した。彼女は千件を超える拒絶理由通知に対応し、何百

件もの新規出願書類を作成した。彼女は実質的に特許を起

草し、千件を超える拒絶理由通知に対応し、何百件もの新

規出願書類を作成した。特許取得業務に加え、彼女は世界

的に有名な半導体製造装置メーカーのため、特許侵害にか

かわる一連の意見書を作成した。また、主要な家電メーカ

ーの依頼で、他の国際的大企業との関係で、特許の有効性

に関する検討を行った。 

 

 

Nancy (Xiaowen) Song is a junior partner and group 
leader of Electrical Engineering Department. She 
graduated from Tsinghua University in 2008. She 
achieved her LL.M. degree in Santa Clara University 
School of Law with a CALI Excellence for the Future 
Award and passed U.S. Patent Bar in 2018.  
Nancy has gained solid understanding on the business 
implication of IP and strategic prosecution in view of 
potential litigations, starting her patent career in a 
global leader of consumer IC design. She is trusted in 
handling transferred-in cases, rectifying defects in prior 
prosecution and overturning unfavorable results for the 
clients. She has handled more than 1000 Office Actions 
and prepared hundreds of new applications. She has 
worked substantively in patent drafting, handled more 
than 1000 Office Actions and hundreds of new 
application preparations. In addition to patent 
prosecution, she handled a series of infringement 
opinion cases for a ell-known international company in 
semiconductor manufacturing equipment. She also 
worked on patent validity analysis for a major 
consumer electronics company against another 
international giant.  

 

 

 

Tao CHEN 

Junior Partner, Linda Liu & Partners, Patent Attorney  

 

◎職歴 

2008 年 7 月～2011 年 12 月 中国国家知識産権局専利局専

利審査協力北京センター 光電部 審査官 

2012 年 2 月～今現在 林達劉事務所 中国弁理士 

◎学歴 

2002 年 9 月～2006 年 7 月 華中科技大学 光電学部 光

情報科学と技術 理学学士 

2006 年 9 月～2008 年 12 月 華中科技大学 光電学部 光

電工程 工学修士 

◎主要な業務 

特許の無効審判、行政訴訟、有効性鑑定、有効性調査； 

権利侵害訴訟、権利侵害鑑定・調査； 

OA の応答、拒絶査定後の不服審判及び訴訟、情報提供； 

特許の発掘、出願書類の作成、新規性調査； 

知的財産権にかかる問い合わせなど。 

◎技術分野 

電学工学、特に電子電路、光学工程、自動化コントロール、

画像処理などの電子、コンピューター関係分野 

 

Technical Fields:  
Optical communication, photoelectric detection, 
optoelectronic devices, computer science, signal and             
information processing 
 
Education: 
M.S., Huazhong University of Science and Technology, 
China, Optical Engineering (2006 - 2008) 
B.S., cum laude, Huazhong University of Science and 
Technology, China (2002-2006) 
 
Working Experience: 
Patent Attorney, Linda Liu & Partners (2012 -Present) 
Senior Examiner, Electro Optics Division, National 
Intellectual Property Administration, PRC. (CNIPA) 
(2008 - 2012) 
 




