
１１月２９日（日）　一般発表スケジュール

Ａ会場 Ｂ会場 Ｃ会場
座長 妹尾　堅一郎 関　真也 加藤　浩

知財経営 著作権、コンテンツマネジメント 知財制度論

2A1 2B1 2C1

佐藤　陽 星野　豊 栗原　佑介

NPO法人産学連携推進機構 筑波大学人文社会系 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科

(株)マキタの電動工具事業におけるビジネスモデルと知財
マネジメント

主題及び構成の酷似する論文に係る「論文の盗用」の該
当性

パブリックドメイン化した知的財産の共用モデルの研究―
文化資源のデジタルアーカイブ化の正当化根拠を中心に
―

妹尾堅一郎、伊澤久美、宮本聡治 0 0

2A2 2B2 2C2

宮本　聡治 今村　哲也 竹内　誠也

NPO法人産学連携推進機構 明治大学 山口大学大学院　技術経営研究科

石野グループの回転寿司コンベア事業のビジネスモデル
と知財マネジメント

教材における他人の著作物の演出的利用は著作権法35
条の適用をうけるか

ＩｏＴビジネス領域の技術標準に係る知的財産権の行使に
関する法的課題 - 欧州の諸判例・学説と我が国知財関
連競争法政策への示唆 -

妹尾堅一郎、伊澤久美 0 0

2A3 2B3 2C3

福井　理恵 末宗　達行 吉田　哲

NPO法人産学連携推進機構 早稲田大学 Muncy, Geissler, Olds & Lowe, P.C.

(株)島精機製作所の横編機事業におけるビジネスモデル
と知財マネジメント

追及権と「応用美術」
米国企業の方法クレームの活用状況及び装置クレームと
比較した利点について

妹尾堅一郎、伊澤久美、宮本聡治 0 0

2A4 2B4 2C4

田中　健太郎 加藤　直規 下城　理重子

NPO法人産学連携推進機構 知的財産研究家 東京工業大学

(株)寺岡精工のリサイクル関連機器事業におけるビジネ
スモデルと知財マネジメント

美術の著作物の営利を目的としない展示－フェアユース
という視点－

判例に見る知財侵害損害賠償額と特許法改正の影響

妹尾堅一郎、伊澤久美、宮本聡治 0 橋本正洋

休憩

ブランド、デザイン

2A5 2B5 2C5

小迫　照和 我妻　真二 井上　慎一

NPO法人産学連携推進機構
（一財）知的財産研究教育財団 知的財産教育協会　知的
財産管理技能士会研究会

日本弁理士会バイオ・ライフサイエンス委員会

(株)ビクセンの天体関連事業におけるビジネスモデルと知
財マネジメント

ブランド拡張やライセンス化を可能にするブランドの条件
～価値デザイン社会において求められる知的財産の有効
活用方法の提案～

植物の特許

妹尾堅一郎、伊澤久美、宮本聡治 栗原佑介、山本幸一、山下穣 0

2A6 2B6 2C6

高橋　佑介 八神　寿徳 越智　豊

NPO法人産学連携推進機構 三重大学 日本弁理士会バイオ・ライフサイエンス委員会

アキュレイ社の「放射線治療装置事業」におけるビジネス
モデルと知財マネジメント

改正商標法と大学商標およびその出願動向に関する考
察

動植物品種を含む遺伝資源の保護の在り方についての
調査及び研究

妹尾堅一郎、伊澤久美、宮本聡治 中川勝吾、小玉一徳 金丸清隆、宮崎悟、田中信二、山本睦也

2A7 2B7 2C7

飯野　亨 佐々木　通孝 野津　喬

NPO法人産学連携推進機構 鳥取大学　研究推進機構 早稲田大学　環境・エネルギー研究科

スマート治療室「SCOT」のビジネスモデルと知財マネジメ
ント～スタンドアロン型医療機器のネットワーク化に関する
一考察～

普通名称性の立証－需要者アンケートの方法論と両義性
について

植物新品種の権利保護と利用のバランスに関する一考察

妹尾堅一郎、伊澤久美、宮本聡治 0 0

2A8 2C8

伊澤　久美 加藤　浩

NPO法人産学連携推進機構 日本大学法学部

米国Autodesk社の「AutoCAD」事業におけるビジネスモデ
ルと知財マネジメント～ 下位レイヤーにおけるオープン化
戦略による標準化競争に関する一考察 ～

アジア・アセアン地域における医薬品特許の保護に関す
る研究

妹尾堅一郎、宮本聡治 0

休憩
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Ａ会場 Ｂ会場 Ｃ会場
座長 伊澤　久美 吉岡　徹 隅藏　康一

知財経営 ブランド、デザイン 学生発表

2A9（インテンシブ） 2B9 2C9

妹尾　堅一郎 原　慶多 梶　皓槻

NPO法人産学連携推進機構 日本弁理士会農林水産知財対応委員会 大阪工業大学大学院知的財産研究科

「発明の発掘」は「存在物の認知」か、「創発的な見なし・
見立て」か？　～「知識、技術、発明、特許のプロセスモデ
ル」を再考する

地理的表示保護制度の現状と課題～制度開始から６年
目を迎えて～

富士通の知的財産戦略研究～国内外IT企業の知的財産
戦略との比較～

三品岩男、伊澤久美、宮本聡治 0 村川一雄

2B10 2C10

工藤　由里子 長野　景太

中村合同特許法律事務所 大阪工業大学大学院生

意匠法における「類似」～特許庁の審査とグッドデザイン
賞における評価との比較による考察～

若年層の知財教育に関する研究 －eラーニングシステム
の活用―

0 村川一雄

2A11 2B11 2C11

妹尾　堅一郎 上田　知恵 陳　睿豊

NPO法人産学連携推進機構 日本弁理士会意匠委員会 大阪工業大学大学院知的財産研究科

銀塩写真の標準化領域と独自技術領域とインターフェイ
ス～銀塩写真の価値形成を俯瞰する～

市場における優位性を築くための意匠制度活用術 AIが生み出す著作物の著作権の帰属に関する研究

0 0 村川一雄

2A12 2B12 2C12

光永　均 砥綿　洋佑 高野　里紗

NPO法人産学連携推進機構 前川知的財産事務所 金沢大学大学院人間社会環境研究科

(株)東洋新薬のODM事業におけるビジネスモデルと知財
マネジメント

画像を含む意匠の分析
産学連携における共同研究の実態解明：一大学における
共同研究データベースを利用した研究活動類型

妹尾堅一郎、伊澤久美、宮本聡治 0 金間大介

休憩

2A13 2B13 2C13

栗山　裕樹 川上　成年 姚　宇

NPO法人産学連携推進機構 株式会社知財デザイン 日本大学大学院　法学研究科　知財コース

(株)ユーグレナのバイオジェット燃料実用化へのアプロー
チ～ビジネスモデルと知財マネジメントに関する一考察～

テキストマイニングを使用した多空間デザインモデルの作
成

治療薬における新たな特許権プールの創設に向ける考察
と研究　ー私権と公益の両立へー

妹尾堅一郎、伊澤久美、宮本聡治 0 加藤浩

その他
（知的財産に関する新領域）

2A14 2B14 2C14

藤井　俊平 川原　英昭 陳　川滋

NPO法人産学連携推進機構 川原特許事務所／大阪工業大学知的財産学部 日本大学法学研究科

伊那食品工業(株)の「寒天事業」におけるビジネスモデル
と知財マネジメント

特許明細書テキストの高度な検索と活用
日中における医薬品実験データ保護に関する法制度～営
業秘密を中心に

妹尾堅一郎、伊澤久美、宮本聡治 0 加藤浩

2A15 2B15 2C15

伊藤　伸 坪田　匡史 川﨑　裕太

東京農工大学大学院工学府産業技術専攻 有限責任監査法人トーマツ デロイトアナリティクス 金沢工業大学　大学院工学研究科

URAの中心業務と組織規模の関係 深層学習特許類似度マップによる技術探索手法
技術者の知的財産権に対する理解の向上を図る教材の
開発と各教育媒体での教育達成度の効果に関する研究

渡部俊也 神津友武 千石　靖

知財に関する実証分析

2A16 2B16

川瀬　喜幸 枝村　一磨

AIPE認定　知的財産アナリスト 神奈川大学経済学部

投資対利益（ROI）に基づいた知財ポートフォリオマネジメ
ントに関する考察

企業において子育てサポート制度が研究開発活動に与え
る影響

0 0
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