
日本知財学会第１２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）
２０１４年１１月２９日（土）　

※会場地図は後項をご確認ください
場所 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510
座長 諏訪野　大 清水　利明 杉光　一成 西尾　好司 鈴木　睦昭 中野　輝良 早乙女　周子 渡部　俊也 立本　博文 上野　剛史

度論
著作権・ その他（ブランド・

産学連携 び新規事業 す 際 育成 教育 端技 際
知財・技術情報の 知財会計・評価と経営問

学 表知財制度論
著作権

コンテンツマネジメント
その他（ブランド

知的財産の新領域等）
産学連携及び新規事業 知財に関する国際問題 知財人材育成・知財教育 先端技術・国際標準

知財 技術情報の
戦略的活用と管理

知財会計 評価と経営問
題

学生発表

1A1 1B1 1C1 1D1 1E1 1F1 1G1 1H1

枝村　一磨 鈴木　香織 田畑　恒平 山口　佳和 近藤　正幸 星野　豊 宮下　洋明 茂木　裕美
科学技術･学術政策研究
所

株式会社スズキアンドア
ソシエイツ

江戸川大学　メディアコ
ミュニケーション学部

千葉工業大学 横浜国立大学大学院 筑波大学人文社会系 弁理士会　企業弁理士知
財委員会

青山学院大学

企業の知的財産活動に関
する調査 -平成25年度民

電子出版の現在と著作権
法

コンテンツの制作・活用に
おける地域活性化と知的

大学と知的財産に関する
新聞記事のテキストマイ

日本企業の中国における
知財創出

初等中等教育における
「知財法教育」の前提条

OEM供給品に起因した
PAE訴訟を早期終結に導

ゲーム産業におけるビッ
グデータとネットワーク

10:00

す 調 成 年度民
間企業の研究活動に関す
る調査より-

法 おけ 域活性
財産

新聞記事 キ
ニングによる分析

財創 財法教育」 前提条
件

訴訟を早期終結 導
くメカニズム

グ タ ッ ク

隅蔵康一、古澤陽子、福
澤尚美

0 0 0 0 石原五郎、堀口浩、小林
和人

0

1A2 1C2 1D2 1E2 1F2 1G2 1H2 1I2 １J2

北田　透 酒井　祐美子 福澤　尚美 楊　倫理 村松　浩幸 石原　五郎 川上　正隆 河合　毅治 服部　智成

10:20

独立行政法人建築研究
所

日本大学大学院知的財
産研究科

文部科学省　科学技術・
学術政策研究所

北京市中銀（深セン）法律
事務所

信州大学教育学部 日本弁理士会　企業弁理
士知財委員会

青山学院大学大学院法
学研究科

東北大学大学院　工学研
究科　技術社会システム
専攻

東京工業大学イノベー
ションマネジメント研究科
技術経営専攻

特許料の政策的意義及
び特許料の引き下げが特
許権の保持期間に与える
構造的変化に関する考察

商標法3条2項の識別性
判断に関する実証研究

「民間企業の研究活動に
関する調査2013」からみ
る他組織との連携状況

中国におけるオンライン
動画に関する権利保護制
度の現状

中学校における創造性を
重視した著作権教育の提
案

分割、譲渡等により複数
のPAEに移転された特許
群に基づく権利行使の傾
向とその対策

ビッグデータ保護につい
ての知財法アプローチ

時系列分析モデルを用い
た産業分野別技術寄与度
の評価

自動運転技術の開発の
軌跡と企業毎の特徴調査

0 0 隅蔵康一、枝村一磨、古
澤陽子

星野豊 野中陽一 宮下洋明、堀口浩、小林
和人

0 0 田中義敏

1A3 1B3 1C3 1E3 1F3 1G3 1H3 1I3 1J3

前田　高宏 安田　和史 尹　復興 胡　勇 篭原　裕明 田中　芳夫 菊池　純一 飯塚　雄基 間瀬　仁
一橋大学大学院商学研
究科

株式会社スズキアンドア
ソシエイツ

日本大学大学院法学研
究科博士後期

筑波大学大学院修了 全国知財・創造教育研究
会

東京理科大学大学院 青山学院大学大学院附
置ビジネスセンター

早稲田大学商学研究科
博士後期課程

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

10:40

特許制度の開示効果：記
載要件強化の影響に関す
る分析

平成23年不正競争防止
法改正とマジコン等への
影響

周知商標の保護範囲に関
する内外比較の一考察

中国における模倣品と
「健全な競争」

専門高校の知財教育の
取組と知財人材育成の展
望

ものこと双発というコンセ
プト～ものづくり企業への
ことづくり啓蒙とその議論

ビッグデータ活用スキー
ムの複合リスクの取扱い
について--バイオミミカ
リー分野を事例にして--

知的財産の財務報告に関
する一考察

日本における介護ロボット
産業の特許出願動向

長岡貞男、内藤祐介 0 0 星野豊 0 沙魚川久史 0 0 田中義敏
休憩



場所 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510
座長 菊池　純一 鈴木　香織 中島　淳 斉藤　裕美 近藤　正幸 篭原　裕明 枝村　一磨 河合　毅治 淺見　節子

知財制度論
著作権・

コンテンツマネジメント
その他（ブランド・

知的財産の新領域等）
産学連携及び新規事業 知財に関する国際問題 知財人材育成・知財教育 先端技術・国際標準

知財・技術情報の
戦略的活用と管理

知財会計・評価と経営問
題

学生発表

1A4 1B4 1C4 1D4 1E4 1F4 1G4 1H4 1J4

諏訪野　大 張　睿暎 松原　幸夫 西尾　好司 土門　晃二 烏谷　直宏 澤田　孝之 竹内　均 手塚　沙綾
近畿大学法学部 東京都市大学メディア情

報学部
新潟大学　産学地域連携
推進機構

株式会社富士通総研 早稲田大学社会科学総
合学術院

大阪府立農芸高等学校 日本弁理士会　企業弁理
士知財委員会

知的財産研究会IPLounge 早稲田大学大学院創造
理 学研究科

11:10

報学部 推進機構 合学術院 士知財委員会 理工学研究科

テレビ番組フォーマットに
関する国外の裁判例

デジタルコンテンツ流通促
進のための制度設計―韓
国および英国におけるデ
ジタル著作権取引所
（DCE）構想を参考に―

高度熟練技術企業におけ
る暗黙知経営のあり方～
「失われなかった20年」に
学ぶ～

多様なステークホルダと
の共創によるイノベーショ
ン活動に関する研究

中国を中心とした模倣食
品供給の国際分業 農業高校における知的財

産権学習の実践報告～
果樹栽培を通した知財学
習の取り組み事例報告～

創薬・医療分野における
パテントプールの調査

特許情報から見るキーマ
ン依存度と研究開発動向
に関する一考察

発明者が行う先行技術調
査の調査方法改善に関す
る研究

0 0 0 0 0 0 内山務、永井隆 大城裕太、佐藤智文、沙
魚川久史

森康晃

1A5 1B5 1C5 1D5 1E5 1F5 1G5 1H5 1J5

村上　恭一 清水　利明 金間　大介 古澤　陽子 栗田　陽介 中野　輝良 沙魚川　久史 乾　利之 平田　桃子
青山学院大学大学院　法
学研究科

一般財団法人比較法研
究センター

北海道情報大学経営情
報学部

文部科学省科学技術・学
術政策研究所

東京理科大学専門職大
学院

岐阜県立大垣養老高等
学校

東京理科大学イノベー
ション研究センター

ＩＰＮＪ国際特許事務所 早稲田大学大学院

パロディ問題に見る著作
権法研究の未解決問題

スポーツに関わる著作
権・著作隣接権・パブリシ
ティー権

成果報酬は研究開発者
の意欲を高めるか？報
酬・動機づけ・発明に関す
る実証研究レビュ

産学連携における人材が
パフォーマンスに及ぼす
影響

遺伝資源問題における
「出所表示」-日本特許法
からの検討-

農業高校における知的財
産権教育の実践～企業と
連携した実践学習による
知的財産活用～

サービス価値共創に伴う
支援技術とビジネスモデ
ルの変容に関する一考察

商標情報および特許情報
を利用した新商品予測に
関する考察

2020年東京オリンピック・
パラリンピック競技大会に
向けた情報化社会におけ
る権利保護に関する問題

11:30

る実証研究レビュー 知的財産活用～ る権利保護に関する問題
点

0 0 隅藏康一 0 0 小川延浩 田中義敏 橋本正洋
1A6 1C6 1D6 1E6 1F6 1G6 1J6

竹田　由美子 藤森　裕司 石埜　正穂 鈴木　睦昭 小野　卓也 田中　悟 潘　寅
青山学院大学 日本弁理士会 不正競争

防止法委員会 副委員長
札幌医科大学医学部 国立遺伝学研究所 岐阜県立岐阜農林高等

学校
神戸市外国語大学 早稲田大学理工学術院

国際情報通信研究科
ディジタルデータを取り扱 不正競争防止法２条１項 医学系大学産学連携ネッ 海外遺伝資源に関わる名 農業高校での知財教育に ICT分野の標準必須特許 中国出願特許からの日中

11:50

ディジタルデータを取り扱
う伝送システムに関する
侵害訴訟における一考察
- 日本の職権探知機能と
ディジタルフォレンジクス

不正競争防止法２条１項
３号適用上の「実質的同
一性」に関する裁判例の
整理

医学系大学産学連携ネッ
トワーク協議会(medU-
net)の活動

海外遺伝資源に関わる名
古屋議定書実施に伴う学
術分野の課題

農業高校での知財教育に
おけるＳＮＳの活用と効果
に関する考察と展望　～
産学学官連携による商品
開発プロジェクトを通じて

ICT分野の標準必須特許
をめぐる知的財産権制度
の運用ルールに関する法
と経済学的研究

中国出願特許からの日中
企業の技術競争力分析
―Liイオン２次電池の例

0 0 飯田香緒里、西村訓弘 0 0 林秀弥 橋本正洋
12:10 ランチタイム


