
日本知財学会第１５回年次学術研究発表会　　一般発表（発表者、発表者所属、テーマ、連名発表者）
２０１７年１２月３日（日）　
場所 A409 A410 A411 A412 A413 A405 A404 A403 A402
座長 鈴木　信也 兼子　美幸 池村　治 三浦　正弘 世良　清 立本　博文 藤野　仁三 岡田　吉美 北田　透

知財制度論
著作権・

コンテンツマネジメント
知財に関する国際問題 ブランド・デザイン 知財人財育成・知財教育 知財経営 先端技術・国際標準

知財・技術情報の
戦略的活用と管理

学生発表

2A1 2B1 2C1 2D1 2F1 2G1 2H1 2I1
平山 賢太郎 鈴木 香織 鍾 亦琳 小川 徹 森岡 智昭 小林 和人 阿部 仁 金衛 佑樹

12:30
平山　賢太郎 鈴木　香織 鍾　亦琳 小川　徹 森岡　智昭 小林　和人 阿部　仁 金衛　佑樹
東京理科大学イノベー
ション研究科

㈱スズキアンドアソシエイ
ツ

萬國専利商標事務所 MARK STYLER株式会社
日本弁理士会　企業弁理
士知財委員会

次世代パテントプラット
フォーム研究会

IPクリエイティブオフィス 大阪工業大学

独禁法から考える　知的
財産・ビッグデータの「活
用と濫用」

不正競争防止法2条1項1
号における技術的形態除
外説

データから見る台湾知的
財産裁判所における特許
侵害訴訟現状

小売業の知的財産法によ
る保護（店舗外観等の保
護を通して）

「特許の無償開放」を組み
込んだ企業の知財戦略

IoT関連の標準規格団体
のパテントポリシーと事業
への影響－フォーラムか
らデジュールまでー

評価者の評価基準を反映
した特許評価手法の新提
案

IoT活用による生産活性
の向上に関する知的財産
戦略の研究

0 0 0 小林和人、三沢岳志 平塚三好 0 村川一雄
2B2 2C2 2D2 2E2 2F2 2G2 2H2 2I2
安田　和史 蔡　万里 関　真也 吉田　拓也 野崎　篤志 松下　正 砥綿　洋佑 西井　寛斗
㈱スズキアンドアソシエイ
ツ

豊橋技術科学大学 TMI総合法律事務所 四天王寺学園中学校 株式会社イーパテント
日本弁理士会技術標準
委員会

弁理士
大阪工業大学　知的財産
学部

著作権判例百選事件控
商標法・不正競争防止法

中学校技術科における知
的財産権教育に関する考

プロダクトライフサイクル オープン・クローズを組み
流通特許の分析による技 Rを用いた先行文献と対

12:50

著作権判例百選事件控
訴審判決が示した編集著
作物の著作権者の認定

中国における機能的ク
レームの解釈

による著作物の題号の保
護～Hotel California事件
を参考に～

的財産権教育に関する考
察　～ジグソー法を用い
た生徒達の教え合い・学
び合い～

成熟期・衰退期における
知財ミックスの定量的検
証

合わせて新市場を創造で
きる性能試験標準におけ
る留意点

流通特許の分析による技
術移転の促進に関する考
察

Rを用いた先行文献と対
象特許との相関性に関す
る検討

0 0 0 0 0 0 0 村川一雄
2A3 2B3 2C3 2D3 2E3 2F3 2G3 2H3 2I3
中川　信治 張　睿暎 井手　李咲 小川　徹 小出　篤史 乾　利之 我妻　真二 阿河　正明 斎藤　寛将

（一財）知的財産研究教
東京理科大学大学院イノ

13:10

日本弁理士会　ＡＤＲ推進
機構

獨協大学法学部
（一財）知的財産研究教
育財団 知的財産研究所

MARK STYLER株式会社 ｔｈｅｔａ研究室 ＩＰＮＪ国際特許事務所
育財団 知的財産教育協
会 知的財産管理技能士
会研究会

新電元工業株式会社
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

知財ＡＤＲの普及に向け
た課題　－一般ＡＤＲ機関
への取材調査を踏まえて
－

コンテンツ流通促進のた
めの著作権登録制度の
活用

損害なき賠償に関する日
韓の比較検討

日本における服飾製品の
保護と実務上の課題

教育用プログラミング言
語における模倣－創造プ
ロセスに関する一考察

ＩｏＴの分散処理化におけ
る権利保護に関する一考
察

中小企業における標準化
の成功事例　～マーケ
ティング戦略における標
準化～

特許マップ作成における
データマイニング及びテキ
ストマイニングの活用

意匠登録出願パターンの
体系化

杉浦靖也 0 0 0 田中義敏 井上達仁 0 鈴木公明
2B4 2C4 2E4 2F4 2G4 2I4
今村　哲也 佐藤　健一郎 村井　礼 佐々木　健一 江藤　学 橋口　克耶
明治大学情報コミュニ
ケーション学部

Darts-ip 山口大学
日本弁理士会企業弁理
士知財委員会

一橋大学イノベーション研
究センター

東京理科大学大学院 イノ
ベーション研究科

「組み合わせ発明」が争
I T知財戦略構築のため 権利帰属先不明のビ グ

13:30

教育の過程におけるコン
テンツ利用と権利制限

組み合わせ発明」が争
点とされた特許事件にお
ける進歩性判断の国際統
計比較

国際系学部における知財
教育に関する実践報告

IoT知財戦略構築のため
のクレーム構成と特徴分
析

中小企業のビジネスに対
する標準化の影響

権利帰属先不明のビッグ
データ成果物の権利の在
り方についての一考察

0 0 木村友久

片岡眞、荻島盟一、中川
和也、畑崎昭、藤田陽
子、西山彰人、伊藤正
典、佐藤秀信

0
平塚三好、安田和史、金
子将大

典、佐藤秀信
休憩



場所 A409 A410 A411 A412 A413 A405 A404 A403 A402
座長 加藤　浩 鈴木　香織 米山　茂美 小川　徹 北村　英隆 八木　孝雄 江藤　学 乾　利之 田中　義敏

知財人財育成・知財教育
その他

（知的財産の新領域）
2A5 2B5 2C5 2D5 2E5 2F5 2G5 2H5 2I5
川下　英盛 城所　岩生 金間　大介 苫米地　正啓 内田　国克 石橋　史朗 永井　武 嵯峨根　多美 木村　輝鷹
（一財）知的財産研究教

東京理科大学大学院イノ

14:00

育財団 知的財産教育協
会 知的財産管理技能士
会研究会

国際大学グローバルコ
ミュニケーションセンター

東京農業大学
日本弁理士会　商標委員
会

国立研究開発法人国立
循環器病研究センター

会津大学産学イノベー
ションセンター

法政大学大学院 特許庁
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

平成２７年改正による職
務発明制度　～問題点の
確認と対処～

コンテンツビジネスにイノ
ベーションを起こすための
6つの提言

人材育成の忘失点：育成
される側のモチベーション

変化する商標類否と改訂
「商標審査基準」について
の考察

大学・研究機関における
著作物関連規程の比較
考察

会津大学における知財管
理と産学連携

産業クラスターと知財の
役割および地域産業政策
について

技術動向調査（太陽電池
素子）

医療用バイオセンサーに
おける日本企業の特許出
願動向に関する一考察

0 0 0 0 馬場錬成 岡田吉美 平塚三好
2A6 2D6 2E6 2F6 2G6 2H6 2I6
藤田　和子 五所　万実 木村　友久 宮ノ下　智史 隅藏　康一 伊澤　久美 村越　亮太
日本弁理士会　不正競争
防止法委員会

慶應義塾大学大学院
山口大学国際総合科学
部

東京農業大学 政策研究大学院大学
特定非営利活動法人 産
学連携推進機構

日本大学大学院知的財
産研究科

食品製造業における産学
特許デ タから見た地域 「オペラマスタ によるホ

14:20

発明その他の技術情報の
保護戦略に関する考察

結合商標の類否判断にお
ける言語学的考察

音楽コンテンツの知財管
理演習実践事例紹介

食品製造業における産学
連携、デザイン賞受賞、
認証取得の影響について
の実証分析

特許データから見た地域
内外の人材移動：San
Diegoのケース

「オペラマスター」によるホ
ギメディカルのプラット
フォーム戦略

AI・IoTと営業秘密～学習
成果の保護について～

0 0 0 吉岡（小林）徹、金間大介 菅井内音、牧兼充
妹尾堅一郎、関本奈菜
子、上野洋和、、大沼妙
子、丸島和也

藤田晶子

2A7 2B7 2C7 2D7 2E7 2F7 2G7 2H7 2I714:40 2A7 2B7 2C7 2D7 2E7 2F7 2G7 2H7 2I7
鈴木　信也 諏訪野　大 陳　愛華 鈴木　公明 吉田　明恵 近藤　伸一 田中　良恵 神谷　昌男 梶間　周一郎

FRAND研究会 近畿大学 重慶大学
東京理科大学イノベー
ション研究科

愛媛大学
株式会社モリタホールディ
ングス

国立研究開発法人宇宙
航空研究開発機構

日本弁理士会　企業弁理
士知財委員会

金沢大学人間社会学域

最高裁判決後のプロダク
トバイプロセスクレームの
許容性と技術的範囲に関
する考察～最判後の判決
傾向と先端技術における

建築の著作物の著作者
学術起業における知財教
育の在り方について

意匠審査基準「創作非容
易性」の論理構造―貝吊
り下げ具事件を素材に

非同期型e-Learning授業
の著作権処理に対する組
織的な取り組み

退職者による技術情報漏
えい問題に関する考察と
提言～企業の秘密情報
保護徹底の視点から～

自治体の産業活動に対す
る効果的な知的財産施策
の一考察

機能性食品の知財戦略に
関する考察

地理的表示の地域振興に
おける可能性と課題

14:40

PBPクレームの適用可能
性～

保護徹底の視点から～

0 岡田廣司、世良清 0
根本淳子、田中寿郎、藤
本憲市、林敏浩、村井礼

村川一雄 菅野政孝 佐野和良、大石裕司 内山愉太、香坂玲

2C8 2D8 2E8 2F8 2G8 2I8
吉田　悦子 茂木　裕美 安達　陽子 狩野　幹人 木村　厚 片山　由梨佳

15:00

大阪大学知的財産セン
ター

青山学院大学法学部
日本弁理士会著作権委
員会

三重大学
日本弁理士会知的財産
経営センター

東京理科大学専門職大
学院イノベーション研究科

デザインの創作活動の特
性に応じた実践的な知的
財産権教育とモデルカリ
キュラムの開発

意匠法における安心安全
の概念について

デジタル教科書等の利活
用に向けた著作権法に関
する問題の検討及び提言

産学連携における企業の
秘密情報管理－企業規
模・業種に基づく比較・分
析－

知財コンサルティングに必
要となるコミュニケーショ
ンスキル及びプレゼン
テーションスキルの研究

医薬品分野における数値
限定発明の特許出願戦
略

青木大也、北村英隆 0 0
三橋一郎、堀内孝、西村
訓弘、吉岡基

中富雄 淺見節子

休憩



日本知財学会第１５回年次学術研究発表会　　一般発表（発表者、発表者所属、テーマ、連名発表者）
２０１７年１２月３日（日）　
場所 A409 A410 A411 A412 A413 A405 A404 A403 A402

座長 平山　賢太郎 諏訪野　大 吉岡　徹 鈴木　公明 陳　愛華 山内　勇 妹尾　堅一郎
その他

（知的財産の新領域）
2A9 2B9 2C9 2D9 2E9 2F9 2H9
竹田　由美子 加藤　直規 岡田　吉美 吉岡（小林）　徹 北村　英隆 森田　慶子 大沼　妙子

青山学院大学 知的財産研究家
一橋大学イノベーション研
究センター

東京大学
大阪大学知的財産セン
ター

日本弁理士会バイオ・ライ
フサイエンス委員会

特定非営利活動法人 産
学連携推進機構

侵害訴訟等における米国
e ディスカバリー制度導入
の効果と制度上の弱点-
日本の職権探知機能と
ディジタルフォレンジクス

「美術の著作物の営利を
目的としない展示」自由化
の提案－私益と公益

国際調査報告書の品質と
篩い効果：審査方針の転
換に基づく検証

デザイン・イノベーション
は知的財産権で計測でき
るのか：国際的デザイン
賞受賞製品の日米欧中で
の意匠 特許保護の実証

地域・社会と協働した知
財創造教育

アカデミア発バイオベン
チャーにおける知財の役
割とその課題

機器・試薬・ソフトウェアの
三位一体戦略～シスメッ
クス社の知財マネジメント
に関する 考察

15:30

ディジタルフォレンジクス
を考える —

提案 私 換 検証
の意匠・特許保護の実証
分析

割 そ 課題
に関する一考察～

0 0 0 藤本一、秋池篤
片桐昌直、甲野正道、村
上画里、杉浦淳、山田繁
和、杉山典正

金丸清隆、謝卓峰、田中
信治、伊藤洋介、小原淳
史、森田裕

妹尾堅一郎、伊澤久美、
開本亮、上野洋和、関本
奈菜子、丸島和也

2A10 2B10 2C10 2D10 2E10 2F10 2H10
滝田　清暉 星野　豊 高橋　省吾 平峯　佑志 東村　篤 Karina Nuncio Mora 上野　洋和

ＩＰ国際技術特許事務所 筑波大学
鹿児島大学　産学官連携 一般社団法人鬼ごっこ協 四日市大学研究機構環 大阪工業大学大学院知 特定非営利活動法人 産

15:50

ＩＰ国際技術特許事務所 筑波大学
推進センター 会 境技術研究所 的財産研究科/JICA 学連携推進機構

特許制度における発明の
多重性

著作権侵害に対する制裁
の相当性

海外特許費用の統計的
予測手法に関する研究

社会的事業における知財
マネジメントの展望～鬼
ごっこ協会の活動を事例
とした考察～

地域包括ケアシステム構
築の下での２つのＣＩＰＯ
人材の養成

IP as a strategy for the
internationalization of
SMEs: Mexico –Japan
case. –Empowering
SMEs’ competitiveness
with IP assets in the
global market-

オンラインサービスを活用
した参入障壁構築～シス
メックス社の知財マネジメ
ントに関する一考察～

g

0 0
真鍋誠司、本橋永至、岸
本重雄、萩原亨、金垠憲

0 0 0
妹尾堅一郎、伊澤久美、
開本亮、関本奈菜子、丸
島和也、大沼妙子

2A11 2B11 2C11 2D11 2E11 2F11 2H11
加藤　浩 楊　倫理 北田　透 後藤　啓一 岡田　廣司 坂巻　仁志 関本　奈菜子

日本大学法学部 中銀（深セン）法律事務所 国土交通省大臣官房
東京大学大学院工学系
研究科先端学際工学専
攻

東京福祉大学
坂巻公認会計士事務所
（国士舘大学大学院生）

特定非営利活動法人 産
学連携推進機構

16:10

特許権の存続期間の延
長に関する一考察

著作権の保護と商標権の
保護との交錯・衝突

特許保有件数が企業業
種別における生産量に与
える影響についての諸考
察

企業ブランドに影響を及
ぼすネガティブな事象の
発生とその影響および対
応について～食品会社X
社事例からの一考察

知財福祉領域における創
造性の醸成と人材育成に
関する提言

知的財産権の存在を、企
業会計上、財務諸表にお
いてより社会に強くアピー
ルする。

精度管理の標準化による
グローバルビジネスへの
活用～シスメックス社の
知財マネジメントに関する
一考察～

0 星野豊 0 0 世良清、陳愛華 0
妹尾堅一郎、伊澤久美、
開本亮、上野洋和、丸島
和也 大沼妙子和也、大沼妙子

2C12 2D12 2E12 2H12
枝村　一磨 八神　寿徳 富畑　賢司 丸島　和也

日本生産性本部 三重大学 国立大学法人大分大学
特定非営利活動法人 産
学連携推進機構

研究開発投資と生産性

事例分析に基づく大学ブ
ランド商品の大学名称・標
章等使用料設定方法に関

医看工芸連携活動に関わ
る人への知的財産教育プ

知財権ミックスを活用した
グローバルなブランド戦略
～シスメックス社の知財マ

16:30

章等使用料設定方法に関
する考察

ログラムの開発 ネジメントに関する一考察
～

0 0
辰巳明久、富田直秀、北
村英隆、吉田悦子、野田
佳邦

妹尾堅一郎、伊澤久美、
開本亮、上野洋和、、関
本奈菜子、大沼妙子

16:50


