
 

 

 

 

 

 

Saya Choudhary Kapur 

Partner Singh & Singh, Attorney at Law 

 

Saya Choudhary Kapur 氏は、物理学の学士（優等学位）

であり、デリー大学において法律を学んだ。そして、大

学院で知的財産法および証券銀行法を履修した。 

現在、彼女はシン・アンド・シン法律事務所で特許訴訟

グループ長の職にある。同事務所は、電気通信や製薬な

ど多分野の特許訴訟を主に取り扱っている。彼女は、標

準必須特許分野に関する紛争について広範な経験があ

る。さらに、特許の取得、ライセンスやエンフォースメ

ントに関する問題や方針決定も含めて、顧客に対し積極

的に助言している。２０１５年、インターナショナル・

フィナンシャルロー・レビュー誌で成長株知財弁護士賞

に指名された。２０１７年、IAM 誌でインドにおける先

進的な特許専門家のひとりに数えられている。２０１８

年は、マネージング IP 誌でインドの Patent Star に選

出され、法務の時代における４０歳以下の成長株に認定

された。２０１９年、マネージング IP 誌でインドの

Patent Star に、またベンチマーク・リティゲイション

誌で未来の主役に認定された。彼女は、国内外のさまざ

まなセミナーやワークショップで定期的に講演してい

る。また、法務協力のための印独協会の創設メンバーで

もある。 

 

 

 

Ms. Saya Choudhary Kapur holds a B.Sc (Hons) degree in Physics 
and read law at the Delhi University. She has also done post 
graduate diploma courses in IPR law and Securities and Banking 
Laws.  
Currently, she heads the patent litigation team at Singh & Singh 
Law Firm, which primarily deals with the patent litigation 
pertaining to multiple fields including telecommunications, and 
pharmaceuticals. She has extensive experience in relation to 
disputes pertaining to the field of standard essential patents. She 
actively advises clients on issues related to procurement, 
licensing and enforcement of patents as also policy aspects. In 
2015, she was nominated for the award of IP Rising Star by 
International Financial Law Review.  IN 2017, she has been 
recognized as one of the leading Patent Professionals in India by 
IAM Magazine. In 2018, she was recognized as Managing IP 
Patent Star in India, as also Legal Era Rising Star Under 40. In 
2019, she was recognized as Managing IP Patent Star in India as 
also Future Rising Star by Benchmark Litigation. She has been a 
regular speaker at various international and national seminars 
and workshops. She is the founding member of Indo German 
Association for Legal Cooperation. 
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Rajiv Bhatnagar 

Senior Director – Technical (Patents), Anand & Anand 

 

Rajiv Bhatnagar 氏は、カーンプルにあるインド工科大

学電気工学科を卒業し、４５年以上、技術開発の経験を

有する。彼は、数か国で複数の特許を彼の名義で取得し

た発明者であり、先進的なブルーチップ多国籍企業にラ

イセンスしている特許もある。彼は現在、ニューデリー、

ノイダ、ムンバイおよびチェンナイにオフィスを有し、

先進的な知的財産専門法律事務所であるアーナンド&ア

ーナンド法律事務所のシニア・テクニカル・ディレクタ

ーを務めている。また、インド特許庁に登録された特許

代理人である。 

彼は、多数の特許について標準必須であるかどうかを評

価してきた。また、専門家でない一般人に特許を理解さ

せるよう説明に努めると同時に、特許の有効性および製

品や製法が特許を侵害するかどうか分析することに積

極的に関与してきた。彼は、多くの分野で技術や特許を

展望する研究を行い、そのような研究により、顧客の事

業について判断しうる機会または脅威について顧客に

助言している。 

 

 

Rajiv Bhatnagar is an Electrical Engineering graduate of 
the Indian Institute of Technology, Kanpur with over forty-
five years of experience in Technology Development. He is 
an inventor with multiple patents granted in several 
countries to his name and has licensed some of his patented 
technology to leading international Blue-chip multi-
national companies. He is currently a Senior Technical 
Director with the leading Intellectual Property Law firm of 
Anand and Anand located in New Delhi, Noida, Mumbai 
and Chennai. He is also a Patent Agent registered with the 
Indian Patent Office.  
 
He has evaluated numerous patents for essentiality to 
global standards. He has also been very actively involved 
in interpreting patents for understanding by non-technical 
audiences as well as analyzing patents for validity and 
products and processes for infringement. He has conducted 
technology and patent landscape studies in many fields and 
advised clients on opportunities and threats identified by 
these studies for their line of business.  
 

 

 

 

 

  




