
２０１２年１２月９日（日） （２０１２年１０月２３日現在）

教室 １２１ １３１ １３２ １３３ １４１ １４２ １４３ １５３ １５２ １５１

座長 加藤　浩 遠山　勉 安田　和史 平松　幸男 久保　浩三 香坂　玲 飯田　香緒里 犬塚　篤 佐久田　昌治 近藤　正幸

知財制度論
知財・技術情報の
戦略的活用と管理

著作権・コンテンツマネジメント 先端技術・国際標準 知財に関する国際問題 知財人材育成・知財教育 産学連携及び新規事業
知財・技術情報の
戦略的活用と管理

その他
（ブランド・知的財産の新領域等）

学生

12:40 2A1 2B1 2C1 2D1 2E1 2F1 2G1 2H1

23 10 40 12 25 58 77 194

川下　英盛 吉田　哲 田中　康之 藤野　仁三 馬場　錬成 谷口　牧子 北口　成行 妹尾　堅一郎

大昭和精機株式会社 奈良先端科学技術大学院大学
青山学院大学法学部附置ビジネス
ロー・センター

東京理科大学専門職大学院
特定非営利活動法人21世紀構想
研究会

旭川工業高等専門学校 一般財団法人電力中央研究所 産学連携推進機構

職務発明制度の考え方と対応
米国特許制度における３つの早期
審査制度－主要特徴と日本企業
の留意事項及び対策－

コンテンツの資産評価手法の研究
-映像を構成する評価要素の抽出
と不確実性モデルの評価方法

「ICT時代の知財権と標準化の交
錯ーアップルとサムスンの訴訟を
題材にして」

中国で活動する日本企業の知財
戦略についての留意点とその考察

知財教育における未成年者の保
護に関する一考察

非営利研究機関における特許の
意義

　ビジネスモデルと知財マネジメン
トの再定義～知財と標準のマネジ
メントにおける参入障壁と参入促
進の戦略的活用を再吟味する～

0 久保浩三 韓明星、朴木理華、金光軍 0 黒田昌宏

13:00 2A2 2B2 2E2 2F2 2G2 2H2 2I2 2J2

24 153 インテンシブ続き インテンシブ続き 29 90 27 59 57 28

川下　英盛 幡鎌　博 伊藤　徹男 内藤　善文 笠井　秀明 西村　陽一郎 諏訪野　大 市田　昌宏

大昭和精機株式会社 文教大学　情報学部 アジア特許情報研究会 愛媛県立八幡浜工業高等学校
大阪大学大学院工学研究科　精
密科学・応用物理学専攻

神奈川大学経済学部 近畿大学法学部
東京工業大学大学院イノベーショ
ンマネジメント研究科技術経営専
攻

職務発明訴訟から考察する知財
管理

日米におけるビジネス方法特許の
現状

中国特許情報収集の最新事情：
CNIPRの新機能とその活用

未来を担う子どもたちの創造力育
成のための知的財産・五感力・ひ
らめきコンテスト「紙タワー甲子園」
大会の企画とその実践報告

計算機マテリアルデザインが可能
にする技術革新と特許戦略

特許指標間の関係性分析

明文規定のない知的財産と不法行
為―パブリシティ権に関するピン
ク・レディー事件最高裁判決を契機
にして―

電力会社におけるビジネスモデル
特許戦略

0 0 0 山田隆博 0 0 佐伯とも子

2A3 2B3 2C3 2D3 2F3 2G3 2H3 2I3 2J3

66 199 151 76 136 37 157 124 180

都祭　正則 李　テー 岡崎　潤 飯村　重樹 安藤　新 渡部　俊也 久保　雅一 田畑　恒平 熊野　善太

日本弁理士会バイオ・ライフサイエ
ンス委員会

株式会社プロパティ
東京理科大学総合科学技術経営
研究科知的財産戦略専攻修了

日本弁理士会　技術標準委員会 指宿市立指宿商業高等学校 東京大学 株式会社小学館 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

職務発明制度のあり方について～
医薬発明を中心として～

中国における各地域別技術動向
分析

パブリシティ権の境界とその可能
性

次世代ブラウザとテレビとの連携
に関する標準化政策

商業高校での株式会社設立と知
財教育

何のための共同研究：産学連携共
同出願特許の行方

デジタル・トライアンギュレーション
によるコンテンツの経済的または
文化的価値算出について

著名なキャラクター活用での地域
活性化における知財分野の課題
について　～クリエーター「松本零
士」を使った取組を中心に～

「JASRACに対する排除措置命令」
事件の法律問題
～JASRACを私的独占とみなすこ
との問題点～

石埜正穂、本田文乃、崎山潤一 0 0 0 0

2A4 2C4 2F4 2G4 2I4 2J4

79 188 39 91 インテンシブ続き 17 183

滝田　清暉 南川　雅昭 中野　輝良 西尾　好司 中西　崇文 伊藤　優香子

IP国際技術特許事務所 0 岐阜県立大垣養老高等学校 株式会社富士通総研 情報通信研究機構
東京理科大学大学院イノベーショ
ン研究科知的財産戦略専攻

職務発明の価値評価方法-特に超
過利益について-

著作権法におけるコンピュータプロ
グラムの保護領域に関する考察

農業高校における知的財産権教
育の実践～商品開発実践を通した
知的財産マインドの醸成～ (仮題)

組織レベルの産学共同研究：成功
につながる条件の検討

ICT分野における知的財産の動き
とその不実施機関における対策と
検討

デザイン注力企業の意匠出願戦
略

0 0 0 内元清貴、荒木晃司、木俵 豊 鈴木公明

休憩

一　般　発　表

13:20

13:40



２０１２年１２月９日（日） （２０１２年１０月２３日現在）
教室 １２１ １３１ １３２ １３３ １４１ １４２ １４３ １５３ １５２ １５１

座長 滝田　清暉 幡鎌　博 田中　康之 菊池　純一 馬場　練成 篭原　裕明 西尾　好司 齋藤　裕美 松原　幸夫 田浪　和生

知財制度論 知財制度論 著作権・コンテンツマネジメント 先端技術・国際標準 知財人材育成・知財教育 知財人材育成・知財教育 産学連携及び新規事業
知財・技術情報の
戦略的活用と管理

その他
（ブランド・知的財産の新領域等）

学生

2A5 2B5 2C5 2D5 2E5 2F5 2G5 2H5 2I5 2J5

152 163 191 113 195 109 166 111 123 81

森　正幸 鈴木　信也 兼子　美幸 沙魚川　久史 妹尾　堅一郎 徳永　憲三 飯田　香緒里 太田　貴久 富田　淳子 田中　良恵

大阪工業大学　大学院知的財産
研究科

沖電気工業 日本大学
東京理科大学大学院イノベーショ
ン研究科技術経営専攻

産学連携推進機構
大阪府立農芸高等学校ハイテク農
芸科

国立大学法人　東京医科歯科大
学

豊橋技術科学大学大学院 工学研
究科

青山学院大学大学院法学研究科
ビジネス法務専攻

日本大学大学院知的財産研究科
大学院生

絶対新規性判断における数値限
定の意義

小売店の商標権侵害に関して、イ
ンターネットモール事業者の責任
が問われうるとした事例

写真の著作物性に関する考察

サービスシステム構築におけるシ
ステムベンダとの協働的価値形成
～ソフトウエア産業を先例とした
サービス視点の一考察～

イノベーションモデルの変容と知財
人財　～　イノベーションモデル、ビ
ジネスモデル、知財マネジメントモ
デル、知財人財モデルの移行自体
をメタモデル化する　～

ブドウの育成者権申請にかかわっ
て～果樹分野における知的財産学
習の広がり～

大学における秘密情報の取扱いを
巡る課題と施策

自然言語処理を利用した拒絶理由
通知書の定量的分析

特許侵害訴訟の和解と独占禁止
法
～和解によって生じる市場競争阻
害～

2030年に向けた日本型イノベー
ション教育の可能性   その１　我が
国における「イノベーション教育」と
「初等・中等教育」の乖離

安田和史 田中芳夫 0 石埜正穂 野中尋史、増山繁 0 山本結子、佐久田昌治

2A6 2B6 2C6 2D6 2F6 2G6 2H6 2I6 2J6

198 164 172 112 インテンシブ続き 89 48 146 75 80

加藤　浩 鈴木　信也 清水　利明 沙魚川　久史 内藤　善文 安本　吉雄 河合　毅治 牛山　直子 山本　結子

日本大学大学院 沖電気工業 一般財団法人比較法研究センター
東京理科大学大学院イノベーショ
ン研究科技術経営専攻

愛媛県立八幡浜工業高等学校 大阪市立大学
株式会社三菱総合研究所
東北大学大学院工学研究科

日本弁理士会　知的財産価値評
価推進センター

日本大学専門職大学院知的財産
研究科

特許法における強制実施権の考え
方に関する一考察

標識法による物品形態の保護
著作者の死後の人格的利益に関
する一考察

サービスの変容を起点としたデバ
イスの技術変化～サービス視点の
イノベーションモデルと知財マネジ
メントに関する一考察～

発明や創作における「ひらめきの
原理のモデル」の提案

大阪市立大学における産学連携と
地域貢献モデル

時系列分析手法を用いた特許分
類－産業分類のコンコーダンス作
成の試み

知的財産をとりまくリスク

2030年に向けた日本型イノベー
ション教育の可能性　その２　日本
とフィンランドの比較および考察を
もとに可能性を探る

小川延浩、妹尾堅一郎 0 佐藤隆 田中良恵、佐久田昌治

2A7 2B7 2C7 2D7 2E7 2F7 2G7 2H7 2I7 2J7

126 62 174 120 44 85 115 139 36 83

佐藤　智文 土井　典子 西正　稔 小川　延浩 安　在民 小澤　妙子 狩野　幹人 大﨑　敏郎 渡部　俊也 中井　康宣

知的財産研究会ＩＰＬｏｕｎｇｅ 吉備国際大学大学院 株式会社ベルシステム24 弁理士 善一e-ビジネス高等学校 富山高等専門学校 三重大学社会連携研究センター 株式会社パテント・リザルト 東京大学 大阪工業大学　知的財産研究科

独占的通常実施権の権利の性質
新しい商標（非伝統的商標）の保
護のあり方について

モンタージュ写真事件最高裁判決
を再考する

デバイスの技術変化を起点とした
サービスの変容～セットメーカー視
点のイノベーションモデルと知財マ
ネジメントに関する一考察～

アイデアの連携発想を通じた創造
的プロジェクト遂行能力の向上に
関する研究

富山高専におけるPBLに基づく“も
のづくり”知財教育

素材メーカーに寄与する大学発新
技術の知財分析に基づく移転ス
キーム

高精度化を目指した統計処理によ
る特許評価方法についての考察

ライセンス契約におけるグラント
バック条項の戦略的含意

食料自給率向上のための最新技
術動向～特許情報の解析結果か
ら～

0 0 沙魚川久史、妹尾堅一郎 韓光植
高松さおり、伊藤通子、今井英之、
梅村公人、高田英治、石田文彦、
本江哲行

八神寿徳、川北忠、中村修平、村
上泰

0 0 永山雅登士、野村祐介

2A8 2B8 2C8 2D8 2E8 2F8 2G8 2H8 2I8 2J8

131 155 158 61 54 45 43 114 51 110

星野　豊 新津　恭平 岡崎　潤 森本　順喜 高田　仁 孫　泳培 近藤　正幸 犬塚　篤 佐久田　昌治 高谷　香那

筑波大学人文社会科学研究科 新津行政法務事務所
東京理科大学総合科学技術経営
研究科知的財産戦略専攻修了

芝浦工業大学院工学マネジメント
専攻

九州大学大学院経済学研究院 永宗國際物流高等學校 横浜国立大学
岡山大学大学院 社会文化科学研
究科

日本大学大学院知的財産研究科
日本大学大学院　知的財産研究
科

信託法理論から見た知財信託関
係の解釈

音響商標の類否判断に関する一
考察

クラウド等提供事業者の実務的諸
問題

特許データから見る日本の工作機
械業界の強み弱み分析

科学技術商業化の教育プログラム
のあり方に関する考察（その１）

特性化(実業系)高等學校, VECP教
授•学習モデルを適用した創造的な
職業人材の育成方策の研究

日本との比較から見た中国の産学
連携

特許引用データを用いた技術情報
の粘度分析

イノベーションとコンプライアンスの
ジレンマ～企業へのインタビュー結
果のまとめ～

フォークロアの知的財産保護につ
いて

0 上條由紀子 安田和史、清水利明、鈴木香織 0 加藤浩介、松橋俊彦 金炯昌 0 0 菅野政孝、加藤浩 0

知財会計評価と経営問題

2A9 2B9 2C9 2D9 2E9 2F9 2I9 2J9

21 15 175 132 55 92 162 169

露木　美幸 川上　正隆 清水　利明 藤原　綾乃 加藤　浩介 片桐　昌直 長谷部　善太郎 小浦　安寿子

拓殖大学政経学部
青山学院大学大学院ビジネス法務
専攻

一般財団法人比較法研究センター 東京大学大学院工学系研究科
大阪大学 産学連携本部 総合企画
推進部

大阪教育大学
日本弁理士会　知財経営コンサル
ティング委員会

日本大学大学院　知的財産研究
科

民法における過失責任主義にみる
産業財産権法制度における過失
の推定規定の意義

「商標の機能消尽論」

インターネット上の侵害コンテンツ
拡散と階層化現象について
　—リーチサイトが果たす機能と問
題点—

イノベーションの収益化における知
財の役割
～日本企業と韓国企業の新興国
における研究開発の比較～

科学技術商業化の教育プログラム
のあり方に関する考察（その２）

特許情報を用いたバイオテクノロ
ジー教育と知財教育

弁理士による知財経営コンサル
ティングの現場
　－埋もれている知的資産の掘り
起こしとその活用について－

特許法と種苗法の登録要件に関
する比較研究

0 0
渡邉恵理子、安田和史、鈴木香
織、北林理沙

渡部俊也 高田仁、松橋俊彦 0 押久保政彦

休憩

15:10

15:30

14:50

14:10

14:30



２０１２年１２月９日（日） （２０１２年１０月２３日現在）
教室 １２１ １３１ １３２ １３３ １４１ １４２ １４３ １５３ １５２ １５１

座長 星野　豊 森　正幸 久保　雅一 西村　陽一郎 松岡　守 片桐　昌直 河合　毅治 諏訪野　大 岡本　清秀

知財制度論 知財制度論 著作権・コンテンツマネジメント 知財会計評価と経営問題 知財人材育成・知財教育 知財人材育成・知財教育
知財・技術情報の
戦略的活用と管理

その他
（ブランド・知的財産の新領域等）

学生

2A10 2B10 2C10 2D10 2E10 2F10 2H10 2I10 2J10

50 184 190 134 130 13 5 121 177

鮫島　武信 竹下　明男 北林　理沙 小出　篤史 世良　清 岡本　和彦 齋藤　裕美 原田　雅章 小田　雄一郎

日本弁理士会意匠委員会 日本弁理士会中央知的財産研究 (株)Photonic System Solutions 筑波大学人文社会科学研究科 三重県立津商業高等学校 宇部興産（株）・知的財産部 千葉大学法経学部 東京税関　業務部 中央大学大学院法務研究科

出願変更（特許・実用新案→意匠）
の活用事例と考察

日本弁理士会中央知的財産研究
所での研究内容の報告（知的財産
権侵害に基づく差止請求権を巡る
諸問題を中心として）

ストレージサイトを利用した著作権
侵害に関する実態調査と考察～
Megaupload閉鎖による影響～

知財信託と知財法制との関係につ
いての一考察

日中韓における知財教育交流の
展開

山口大学における特許情報検索
教育の再評価及び今後の課題

情報通信分野におけるアカデミック
ナレッジの活用と評価

意匠権に基づく税関の輸入差止申
立の活用

エンターテイメントビジネスにおけ
るパブリシティ権の重要性

葛西泰二 星野豊 松岡守、村松浩幸、陳愛華、錦秀 0 隅蔵康一 0

2A11 2B11 2C11 2D11 2E11 2F11 2H11 2I11 2J11

16 3 144 2 197 148 159 116 93

茂木　裕美 二間瀬　覚 安田　和史 石井　康之 出口　祥啓 香坂　玲 冨田　光治 細川　健 富永　涼太

青山学院大学大学院法学研究科
ビジネス法務専攻

日本弁理士会 不正競争防止法委
員会

東京理科大学
東京理科大学 イノベーション研究
科 知的財産戦略専攻

徳島大学大学院ソシオテクノサイ
エンス研究部

金沢大学大学院　人間社会環境
研究科　地域創造学専攻

日本弁理士会　ADR推進機構
日本大学大学院　知的財産研究
科

画面デザインと意匠法の拡大調整
論

不正競争防止法2条1項3号の3年
は妥当か？

CGM(Consumer Generated Media)
時代における民事紛争解決に関す
る考察

M&A実施後の研究開発効率に影
響を及ぼす諸要因

日本と韓国における知財活用創造
力創出教育の比較

地域団体商標をめぐる課題と状況
（農産品を中心とした最新事情）

ＪＩＰＡＣの新規事業（事業適合性判
定）の活用

コンピュータ・ソフトウェアに係る著
作権の課税問題
―岡三証券事件高裁判訣(知財高
裁平成22年５月25日判決)を題材
に

クラウドの技術～コンテンツの在り
方の未来・クラウドとスマートフォン
の融合～

0 0 鈴木香織、清水利明、鈴木信也 0 JoonhwanShim 西悠、上西浩史 0 佐久田昌治

2A12 2B12 2C12 2D12 2E12 2F12 2H12 2I12 2J12

78 182 143 60 196 140 154 100 84

枝村　一磨 村上　恭一 安田　和史 高橋　誠 出口　祥啓 金間　大介 佐藤　祐介 下出　一 大野　真太郎

科学技術政策研究所
青山学院大学大学院　法学研究
科

東京理科大学
金沢工業大学知的創造・経営研究
所

徳島大学大学院ソシオテクノサイ
エンス研究部

北海道情報大学　経営情報学部 日本弁理士会　ADR推進機構 株式会社サピエンティスト 日本大学大学院知的財産研究科

企業の知的財産活動に関する調
査 -平成23年度民間企業の研究
活動に関する調査より-

著作権法と公益　～著作権法は善
きサマリア人となりえるのか～

インターネット上の違法コンテンツ
への警察による対応

金融機関における知的財産融資・
評価の課題とその解決策について
の検討

地域連携を踏まえた知財活用創造
力創出教育手法の推進

知識創造性を高めるモチベーショ
ン・マネジメントの研究

日本知的財産仲裁センターでの紛
争解決事例分析

知財人材を中心とした交流会の活
用に関する報告と研究

我が国サブカルチャーの海外展開
の問題点について
～漫画と映画の著作権の在り方の
比較研究～

隅藏康一、古澤陽子、米山茂美、
山内勇

0
鈴木香織、清水利明、北林理沙、
渡邉恵理子

加藤浩一郎
森本恵美、古川英光、吉田岳人、
島田章伸、前井宏之、赤松尚子、
塩川信明、中西博行、香田常克

0 0 佐久田昌治

2D13 2E13 2F13 2H13 2I13 2J13

インテンシブ続き 181 150 138 67 173 165

寺地　洋之 小川　延浩 金間　大介 下田　一弘 松原　幸夫 道上　香菜子

大阪工業大学　工学部　建築学科
日本弁理士会企業弁理士知財委
員会

北海道情報大学　経営情報学部 日本弁理士会　ＡＤＲ推進機構
新潟大学　産学地域連携推進機
構

日本大学大学院知的財産研究科

知財の強み・弱みと顧客ターゲット
の組み合わせに着目した知財評価
収束技法に関する考察

企業弁理士の役割と知財業界へ
の貢献に関する一検討

金銭的報酬は研究開発者の知識
創造意欲を高めるか？

ＡＤＲ利用促進への取組と課題
ドイツの高度熟練技術企業の人材
育成と知的財産ポリシー

著作物の部分的な活用方法につ
いて

宮脇一、末田京、北村光司、下出
一、都築泉、西脇美奈子

小林和人、永井隆 0 0

17:20

17:00

16:00

16:20

16:40


