
日本知財学会第９回年次学術研究発表会　　一般発表のご案内（発表者、発表者所属、テーマ、連名発表者）

２０１１年６月２５日（土）　

※会場地図は後項をご確認ください
場所 10307 10308 10309 10310 10311 10312 10313 10314 10315 10306

座長 今村　哲也 安田　和史 松原　幸夫 星野　豊 西尾　好司 隅藏　康一 谷川　英和 馬場　錬成 杉光　一成 鮫島　正洋

知財制度論 著作権、コンテンツマネジメント 知財人材育成・知財教育 知財会計・評価と経営問題 産学連携及び新規事業 知財・技術情報の戦略的活用 知財・技術情報の戦略的活用 知財に関する国際問題 その他（ブランド、新領域） 学生

1A1 1C1＜インテンシブ＞ 1D1 1E1 1F1＜インテンシブ＞ 1G1 1H1 1I1 1J1

98 34 2 134 85 82 69 45 32

赤澤　克豪 土田　義之 石井　康之 伊藤　寿 安彦　元 野崎　篤志 鈴木　信也 浅野　勝美 大澤　傑

日本弁理士会 苫小牧工業高等専門学校 東京理科大学 日本技術貿易株式会社 ミノル国際特許事務所
e-Patent Map.netサイトプロデュー
サー

沖電気工業株式会社
浅野国際特許事務所/日本弁理士
会

防衛大学校　総合安全保障研究
科

高専での知財教育のあり方と技術 企業の組織再編が研究開発効率 特許取得にみる日米大学発ベン
近年における特許権侵害訴訟判
決と技術的範囲の広さとの関係に

ピクトグラムによる知財ビジネスモ
米国特許係争問題に関する連邦 種苗の名称と商標の関係の調査

発展途上国における知的財産権
制度と技術革新

16:10

意匠の類否と判断主体
高専での知財教育のあり方と技術
者倫理教育への拡大

企業の組織再編が研究開発効率
に及ぼす影響

特許取得にみる日米大学発ベン
チャーの動向

決と技術的範囲の広さとの関係に
ついて
～格成分数による定量分析～

クトグラ による知財 ジネ
デルの可視化（第1報：可視化手法
について）

米国特許係争問題に関する連邦
裁判所及びITC活用に関する考察

種苗の名称と商標の関係の調査
研究

制度と技術革新
―歴史的分析及び経済学的分析
―

0 0 0 0 0 小野貴久 0 0 0

1A2＜インテンシブ＞ 1B2 1D2 1E2 1G2 1I2 １J2

7 117 86 84 59 13 114

児玉　晴男 岡崎　潤 西脇　美奈子 平井　祐理 河合　毅治 眞壽田　順啓 吉田　一希

放送大学/総合研究大学院大学 ソニー・ミュージック 神戸みなと特許事務所 東京大学大学院
株式会社三菱総合研究所　未来
情報解析センター

関西学院大学総合政策学部 東京理科大学専門職大学院

知的創造サイクルにおける人格権
と財産権のライフサイクルに関する
一考察

インターネット上の動画流通に関
する著作権法上の問題点

知財活用会議ハーミットによる技
術の評価事例

大学発ベンチャーのソーシャル
ネットワークとパフォーマンスに関
する実証研究

特許情報を利用した地域経済の知
識集積に関する基礎的実証分析

地域団体商標制度の意義と活用
に際しての諸問題

Non-Practicing Entity(NPE)の最新
事例と対応策

0 0 都築泉、下出一、北村光司 渡部俊也、犬塚篤 0 0 平塚三好

1B3＜インテンシブ＞ 1C3 1D3 1E3 1F3 1G3 1H3＜インテンシブ＞ 1I3 １J3

133 105 43 31 39 27 136 71 21

久保　雅一 内藤　善文 滝田　清暉 菅原　岳人 安彦　元 鶴目　朋之 城所　岩生 押久保　政彦 椋木　直人

小学館　キャラクター事業センター 愛媛県立東予高等学校 ＩＰ国際技術特許事務所 東京大学　産学連携本部 ミノル国際特許事務所
日本弁理士会　知的財産支援セン
ター

国際大学GLOCOM
東京理科大学大学院　イノベー
ション研究科　イノベーション専攻

芝浦工業大学システム工学部

将来発明者になりえる人材を育成
するための国家戦略的教育プラン

格成分数により定量化した特許発
地方自治体における産業財産権

加工食品の産地型ビジネスと地域

16:30

16:50

コンテンツ産業に与えるテレビ地上
波デジタル化の影響について

するための国家戦略的教育プラン
の提案～初等中等教育における
発達段階に応じた適切な教育カリ
キュラムと教材の具体的提案～

職務発明の価値評価
東京大学における大学発ベン
チャーへの支援パターンの分析

格成分数により定量化した特許発
明の技術的範囲の広さにおける年
度別推移                 ～ＬＥＤ照明
特許の事例研究～

地方自治体における産業財産権
取得のための助成制度について
の調査報告

クラウド関連サービスの日米判例
比較

加 食品の産地型ビジネスと地域
ブランド醸成に関する一考察～イタ
リア・パルマ地域のハム・チーズ業
者の取組みを事例として～

エコパテントコモンズからみた環境
技術の技術移転に関する研究

0 0 0 李旻
綾木健一郎、片岡敏光、赤間淳
一、中居隆、安高史朗

0 0 0 田中秀穂

1A4 1C4 1D4 1F4 1I4 1J4

3 66 4 79 123 132

小林　忠造 古谷　浩伸 永井　武 片岡　敏光 田畑　恒平 安達　太郎

0 福岡県立小倉工業高等学校 アドバンストビジネス株式会社 株式会社パットブレーン 早稲田大学メディア文化研究所 日本大学大学院知的財産研究科

国の産業の発展段階に応じた最適
な知財保護レベル　－回帰分析に
よる検討-

校内アイデアコンテストを生かした
知的財産教育の推進

ベンチャー企業におけるグローバ
ル知財戦略

格成分数によるビジネス関連発明
の考察

地域団体商標制度の向う側
―伝統的ものづくり資源を活かした
地域活性化の実現に向けて－

我が国の医療機器業界におけるイ
ノベーションの阻害要因　～先端
成功事例からの分析～

0 0 0 綾木健一郎、安彦元、赤間淳一 0 佐久田昌治

休憩

座長 児玉　晴男 久保　雅一 土田　義之 滝田　清暉 伊藤　寿 河合　毅治 野崎　篤志 鈴木　信也 眞壽田　順啓 久保　浩三

知財制度論 著作権 コンテンツマネジメント 知財人材育成・知財教育 知財会計・評価と経営問題 産学連携及び新規事業 知財・技術情報の戦略的活用 知財・技術情報の戦略的活用 知財に関する国際問題 その他（ブランド 新領域） 学生

17:10

知財制度論 著作権、コンテンツマネジメント 知財人材育成・知財教育 知財会計・評価と経営問題 産学連携及び新規事業 知財・技術情報の戦略的活用 知財・技術情報の戦略的活用 知財に関する国際問題 その他（ブランド、新領域） 学生

1A5 1B5＜インテンシブ＞ 1C5 1D5 1E5 1F5 1G5 1H5 1I5 1J5

141 62 75 10 9 42 104 78 146 108

西口　克 安田　和史 松原　幸夫 星野　豊 辻　篤史 赤間　淳一 増満　光 野呂　高樹 趙　暁莉 周　暁麗

日本大学大学院法学研究科私法
学専攻知的財産コース修了生　東
京理科大学工学部電気工学科
浜田国際法律特許事務所

株式会社スズキアンドアソシエイツ 新潟大学社会連携研究センター 筑波大学人文社会科学研究科 セントラル硝子株式会社
デジタル・インフォメーション・テクノ
ロジー（株）

(有)アイ・アール・ディー、ＩＲＤ国際
特許事務所

財団法人未来工学研究所
北京衆天揚知識産権代理有限公
司

筑波大学図書館情報メディア研究
科

コンピュータプログラムにおける職
務著作制度についての考察

クラウドコンピューティングと著作
権法における「公衆」の概念

先進的高度熟練技術企業におけ
る専門職人材育成の日欧比較

国際的な知財管理を目的とした信
託関係の特徴と問題点

特許データから考察する新規事業
開発

格成分から見た特許請求項の概
念モデリング

特許調査における知の蓄積および
活用方法

欧州委員会のTechnology Platform
に関する取組からの学び

中国における商標の使用に関する
最新の動向

無形文化遺産の法的保護の課題
―　先住民族文化を中心に　―

0 0 0 0 魚森昌彦、田中秀穂 安彦元、綾木健一郎、片岡敏光 谷川英和、渡辺俊規 0 森智香子 李暢、キンマンソン、松縄正登

1A6 1C6 1E6 1F6 1G6 1H6 1I6 1J6

1 153 53 50 102 64 14 15

村上　恭一 陳　愛華 西尾　好司 和泉　守計 渡辺　俊規 馬場　錬成 森　智香子 胡　勇

青山学院大学大学院　法学研究
科　ビジネスローセンター

重慶大学経済与工商管理学院 株式会社富士通総研 0
(有)アイ・アール・ディー、ＩＲＤ国際
特許事務所

東京理科大学知財専門職大学院 Sun East知的財産事務所
筑波大学人文社会科学研究科法
学専攻

電子媒体流通における中古流通
問題

デ タベ スの利用契約 電子
知財教育における日中協力につい
て

特許データから見た日本の産学連
携

製品開発における技術差別化と顧
客ニーズ対応力との関係について

特許明細書作成における蓄積した
知の活用方法

アメリカ特許商標庁への特許登録
動向から見た世界の産業構造の

ラベルの仮想事例を用いた海外商
標出願戦略に関す
る 考察 中国 台湾を中心に

模倣品の「価値」と正規品の知的
財産権

17:40

18:00

～データベースの利用契約・電子
書籍の古本流通を例に消尽形骸

て 携
の定量的考察

知の活用方法
分析

る一考察　－中国、台湾を中心に
－

財産権

0 岡田廣司、世良清 0 安彦元 谷川英和 山縣大輔 瀧澤文 星野豊

1A7 1C7 1E7 1F7 1G7 1I7

67 147 88 38 101 149

今村　哲也 韓　光植 隅藏　康一 中村　達生 谷川　英和 井手　李咲

明治大学情報コミュニケーション学
部

金浦大學  e-ビジネス科 政策研究大学院大学 株式会社創知
(有)アイ・アール・ディー、ＩＲＤ国際
特許事務所

青山学院大学大学院法学研究科

権利者等不明著作物の利用の円
滑化に向けた制度の在り方につい
て―英国における近時の法案から
の示唆―

専門高校(実業系高校)実務能力向
上のための学校企業の運営事例
研究

産学連携を担う知的財産人材の調
査・分析

「業界再編が進む飲料水及び食料
品事業業界の技術俯瞰構造」

知財組織成熟度モデルと成熟度
向上のための施策・支援システム

中国の商標法改正から見る登録と
使用

0 孫泳培、安在民 西村由希子 0 渡辺俊規、増満光 0

18:40

20:30

18:20

19:00
懇親会


