
日本知財学会第7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）
６月13日（土）　
※発表の詳細、会場地図については後項をご確認ください
場所 大岡山西2号館

教室 Ｗ２４１ Ｗ３３１ Ｗ３２１ Ｗ３２２ Ｗ３２３ Ｗ３５１ Ｗ９３２ Ｗ９３３ Ｗ９３４ Ｗ９３５

座長 松縄　正登 菊池　純一 妹尾　堅一郎 細野　光章 尾崎　弘之 久保　浩三 鮫島　正洋 松原　幸夫 加藤　直規 眞壽田　順啓

ｶﾃｺﾞﾘｰ 知財制度論 知財制度論 知財教育・知財人材育成 産学連携及び新規事業 知財に関する国際問題 先端技術と知財問題
知財会計・評価と
経営問題

知的財産の新領域
知財・技術情報の
戦略的活用と管理

知財・技術情報の
戦略的活用と管理

1A1 1B1 1C1 1D1 1E1 1F1＜インテンシブ＞ 1G1 1H1 1I1 1J1

鈴木　香織 幡鎌　博 世良　清 久野　敦司 小澤　薫 平塚　三好 高橋　和成 石井　文人 安彦　元 谷川　英和
一橋大学国際企業戦略研
究科

文教大学　情報学部
三重県立四日市商業高等
学校

ＳＭＩＰＳ特許戦略工学分
科会、ＢＰＡＳ

青山学院大学大学院ビジ
ネス法務専攻

東京理科大学専門職大学
院 知的財産戦略専攻

大阪工業大学　大学院知
的財産研究科

東京理科大学専門職大学
院 知的財産戦略専攻修
了

ミノル国際特許事務所
IRD国際特許事務所,(有)ｱ
ｲ･ｱｰﾙ･ﾃﾞｨｰ

ありふれた表現とキャラク
ターの創作性に関する考
察

知的財産のコモンズの可
能性と課題

新しい高等学校学習指導
要領の展開　－知財教育
の視点から－

京都イノベーションエンジ
ンに向けたＢＰＡＳの活動
について

インターネット二次利用に
関する脚本家－映画製作
者間の契約の日米比較

パテントトロール対策に関
する一考察

自動車業界における特許
の出願動向と評価
～歩行者保護装置を例に
～

医療特許制度導入に向け
た健康保険制度の在り方
についての一考察

定量評価値CLD/LD1を利
用した出願人の意思決定
傾向分析

特許記述言語（ＰＭＬ）と
統合的特許工学システム

0 0 0 0 0 0 都築泉 平塚三好 田中義敏 渡辺　俊規、新森　昭宏
1A2 1B2 1C2 1D2 1E2 1G2 1H2 1I2 １J2

安田　和史 佐々木　一 吉岡　利浩 近藤 正幸 栗田　陽介 堀江　進之助 砂田　薫 安彦　元 谷川　英和

東京理科大学専門職大学
院

東京大学政策ビジョン研
究センター 客員研究員

津市立久居中学校 横浜国立大学大学院
東京理科大学専門職大学
院　総合科学技術経営研
究科

ＮＲＩサイバーパテント株式
会社 知的財産コンサル
ティング室

東工大大学院ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝﾏ
ﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究科博士後期課
程

ミノル国際特許事務所
ＩＲＤ国際特許事務所、ア
イ･アール･ディー

日本版フェア・ユース規定
に関する一考察

知的財産権に関する学術
研究の俯瞰

中学校技術科における協
同学習法を導入した創造
性を伸ばす指導法に関す
る実践的研究

法人化による国立大学の
知的財産マネジメントの変
化

インドの製薬産業の発達
に関する一考察

知的財産関連活動の成熟
度評価・改善の検討

「産後のヘルスプログラム
の開発と普及」ビジネスの
社会起業「NPO法人マドレ
ボニータ」の知財マネジメ
ント事例研究

格成分数により規格化し
た技術的範囲に対する特
許率の調査研究

特許明細書半自動生成
ツールの新機能

吾妻恵
坂田一郎、梶川裕矢、友
部博教

松岡守、村松浩幸 0 0 0 0 0 渡辺　俊規

1A3 1B3 1C3 1D3 1E3＜インテンシブ＞ 1F3 1G3 1H3 1I3＜インテンシブ＞ １J3

来栖　和則 涌井　謙一 尾田　雅文 田中　秀穂 香坂　玲 佐久田　昌治 馬場　錬成 鈴木　伸育 安彦　元 沙魚川　久史

日本弁理士会ソフトウェア
委員会

日本弁理士会中央知的財
産研究所

新潟大学
芝浦工業大学大学院　工
学マネジメント研究科

名古屋市立大学大学院
経済学研究科

日本大学
東京理科大学 専門職大
学院 知的財産戦略専攻

東北大学大学院工学研究
科技術社会システム専攻

ミノル国際特許事務所
東京理科大学　専門職大
学院総合科学技術経営研
究科

米国のBilski判決におけ
る”machine-or-
transformation” testの概
要

日本弁理士会中央知的財
産研究所の研究成果（２０
０７年～２００９年）

高学歴インターンシップ研
修と知財教育

大学発の医薬関連特許に
対する企業による価値評
価

遺伝資源の利益配分と知
的財産権：生物多様性条
約の経験から

日本の民間企業における
知財戦略とオープンイノ
ベーション戦略

あるベンチャー企業の倒
産

商標権とヘルスクレーム
の分析に基づく特定保健
用食品におけるマーケティ
ング戦略

格文法を利用した特許請
求の範囲の限定度合解析
とその戦略的応用

特許明細書半自動生成
ツールの現状と課題

0 柏木　慎史
後藤隆夫、長濱勝介、畠
山美代子、坪川紀夫、原
利昭

早乙女周子、伴寿一 本田悠介 南條有紀 関口　博司 長平彰夫 0
谷川英和、渡辺俊規、平
塚三好

1B4 1C4 1D4 1F4 1G4 1H4 1J4

高木　進 谷口　牧子 仙石　慎太郎 小出　篤史 鈴木　公明 平塚　三好 新森　昭宏

弁理士
旭川工業高等専門学校
一般人文科

京都大学　物質―細胞統
合システム拠点

筑波大学  大学院システ
ム情報工学研究科

東京理科大学専門職大学
院　総合科学技術経営研
究科

東京理科大学専門職大学
院 知的財産戦略専攻

株式会社インテックシステ
ム研究所

発明者の認定に係る発明
をどう捉えるか

法教育の観点からの知的
財産権教育

ES/iPS細胞技術の事業
化における産官学連携シ
ステム・デザイン

情報セキュリティからみた
電子署名法の特徴と問題
点

デザイン関連情報に対す
る株価反応に関する実証
研究

ものづくり現場からの知的
資産経営の実践-３CAD
設計データを用いた異業
種展開の可能性-

引用形式請求項における
内的付加と外的付加の判
定とタグ付けについて

0 0 末松千尋、横山周史 星野　豊、岡本栄司 0 宮田典昭、森康晃 渡辺俊規、谷川英和
座長 高橋　真木子 幡鎌　博 世良　清 仙石　慎太郎 香坂　玲 佐久田　昌冶 鈴木　公明 平塚　三好 安彦　元 谷川　英和

ｶﾃｺﾞﾘｰ 知財制度論 知財制度論 知財教育・知財人材育成 産学連携及び新規事業 知財に関する国際問題 先端技術と知財問題
知財会計・評価と
経営問題

知的財産の新領域
知財・技術情報の
戦略的活用と管理

知財・技術情報の
戦略的活用と管理

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

西正　稔 菊池　純一 望月　朗 大城　裕太 村田　喜美子 中島　万寿代 増田　忠史 松原　幸夫 野中　尋史 都築　泉

アデコ株式会社
青山学院大学大学院ビジ
ネス法務

日産自動車知的財産部

知的財産研究会
IPLounge 、東京理科大学
専門職大学院 総合科学
技術経営研究科

情報・システム研究機構
国立遺伝学研究所

0
東京理科大専門職大学院
総合科学技術経営研究科

新潟大学　社会連携研究
センター

国立大学法人豊橋技術科
学大学

大阪工業大学　知的財産
研究科

最高裁判決を斬る　－
消尽理論とその背後

立法の視点から見た1946
年エドワーズ報告書とカイ
ム氏試案の特許権

発明者の育成方法
海外企業と国内大学によ
る国際的産学連携に関す
る考察

MTA管理事務を円滑に行
うためには一体何が必要
なのか？

「まねきTV事件」に見るイ
ノベーションとビジネス、法
律のバランスについて

知的財産コンサルティング
の現場から

形式知と暗黙知から見た
ものづくりの変遷

自然言語処理技術を用い
た知財判例からの情報抽
出と知財訴訟トレンド分析
への応用

大学・TLOからの海外特
許出願状況の調査と考察

0 川上正隆、村上恭一 0 0 鈴木睦昭 0
内藤正規、斉藤航一、松
山裕一郎

0 増山繁、酒井浩之 0

1A6 1C6＜インテンシブ＞ 1D6 1E6 1F6 1G6＜インテンシブ＞ 1H6 1I6 1J6

松縄　正登 妹尾　堅一郎 細野　光章 史　可 千住　雅俊 鮫島　正洋 竹内　均 加藤　直規 眞壽田　順啓

筑波大学大学院図書館情
報メディア研究科

東京大学
東京工業大学　産学連携
推進本部

東京理科大学 専門職大
学院 知的財産戦略専攻

東京工業大学ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝﾏ
ﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究科

特許庁・中小企業知的財
産戦略支援プロジェクト

知的財産研究会IPLounge
／東京理科大学専門職大
学院MIP

広島市立大学
関西学院大学 総合政策
学部

特許侵害訴訟と審判

経営学部生への知財マネ
ジメント教育～実践に基
づきその問題と課題を俯
瞰する～

国立大学法人の保有特許
の意義再考：東京工業大
学の事例から

中国におけるブランドの意
識変化

パテントプールの成功要
因について

知財による競争力理論と
知財戦略コンサルティング

iPS細胞関連技術の動向
に関する考察

特許分類を利用した潜在
的ライセンシー探索システ
ム

グローバル化時代におけ
る伝統的工芸品に対する
地域団体商標の利用

青山紘一 北村士朗 国吉浩 原　孝英 佐伯とも子 0 0 堤麻紀、難波英嗣 0
1A7 1B7 1D7 1E7 1F7 1H7 1I7 1J7

諏訪野　大 佐藤　衣り佳 飯田　紘雄 森　智香子 野中　尋史 高島　竜彦 飯野　由里江 貴志　奈央子

近畿大学法学部
東京理科大学　総合科学
技術経営研究科

東京大学IRT研究機構
アンダーソン・毛利・友常
法律事務所

国立大学法人豊橋技術科
学大学

株式会社レイテック
九州大学大学院システム
情報科学府

明治学院大学　経済学部

専用実施権設定契約の性
質

特許制度が国民の利益を
阻害する事例について

大学のプログラム著作権
管理規則の研究

中国意匠プラクティスに関
する現状と発展

ソフトウェアの技術移転に
関連した知財・法務マネジ
メント

明細書作成支援ソフトウェ
アの開発

化粧品企業における研究
開発体制の変化解析

R&Dの規定要因―競争
度・業界の評価・開発ス
ピード―

0 0 0 0
鈴木康之、堀田大介、柘
原岳人、永森茂

出口隆信、陳路、張菊花 廣川佐千男 0

17:40

18:00

18:20

大岡山西9号館

16:50

17:10

16:30

16:10

大岡山西3号館


