
日本知財学会第８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）
２０１０年６月２０日（日）

※会場地図は後頁をご確認ください
場所 大ホール 30201 30213 30212 30211 30202 30303 30311 30312 30313

座長 谷口　牧子 湯本　長伯 金間　大介 安田　和史 隅蔵　康一 谷川　英和 吉田　哲 楠浦　崇央 江藤　学

カテゴリー 知財人材育成・知財教育 学生発表 産学連携及び新規事業
著作権、

コンテンツマネジメント
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

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

知財に関する国際問題

12:40 2B1 2C1 2D1 2E1 2F1 2G1 2H1 2J1

2 29 24 122 93 36 87 72

望月　朗 佐藤　康智 西尾　好司 田中　康之 伊藤　寿 貴志　奈央子 中村　達生 馬場　錬成

日産自動車知的財産部
東京理科大学専門職大
学院MIP

株式会社　富士通総研

東京大学大学院新領域
創生科学研究科人間環
境学専攻 メディア環境学
研究室

日本技術貿易株式会社IP
総研

明治学院大学　経済学部 株式会社創知
東京理科大学知財専門
職大学院

大学教育における創造性
開発

データセンタにおける無
形資産の知財活用におけ
る一考察
～クラウド時代の知財保
護の在り方の整理～

企業のオープンイノベー
ション活動の動向
－論文書誌データによる
分析－

コンテンツの資産評価手
法の研究－創生からのア
プローチ

日本・米国・中国の大学
による特許権利化の現状
と傾向 (2)

イノベーションの促進と技
術の潜在性

俯瞰解析を適用したR&D
のSWOT分析

中国での実用新案戦略に
ついての研究

0 平塚三好 0 0 野崎篤志 0 0 韓明星、朴木理華

13:00 2B2<インテンシブ> 2C2 2D2 2E2 2F2 2G2 2H2 2I2 2J2

37 74 154 145 44 3 96 10 60

世良　清 史　可 八神　寿徳 村上　恭一 佐久田　昌治 渡部　俊也 伊藤　祥 滝田　清暉 楊　威

三重県立津商業高等学
校

ユニ･チャーム株式会社
国立大学法人三重大学
知的財産統括室

青山学院大学大学院ビジ
ネスローセンター特別研
究員

日本大学 東京大学
独立行政法人科学技術
振興機構

ＩＰ国際技術特許事務所
東京理科大学専門職大
学院MIP

高校での知財学習の実
際－知財教育の意義と評
価－

知財からみた中国消費市
場の巨大な予備軍ー塔基
階層

知財分析に基づいた方針
により得られた研究成果
のアウトプット検証

著作権法における生産と
は～著作物流通からみた
複製権と翻案権を再考す
る～

イタリア・ベネチア地域に
おける産学連携・イノベー
ション活動の分析～EUの
新しい地域イノベーション
の試み～

協創と協働のための新た
な知財マネジメントのあり
方　-オープンな知財マネ
ジメントモデルの機能と特
徴-

知的財産マインドの醸成
を目的とした技術マップに
よる研究支援

職務発明の価値評価
中国意匠制度・出願から
見た知財戦略の課題

小林万甫子、阪本敦美、
高尾亜梨紗

　
川北忠、中村修平、狩野
幹人、梅村時博、村上泰

0 三橋浩志 0
塩谷克彦

0
関口嗣畝子、金艶、馬場
錬成、山縣大輔、浅野敬
司、林宗源、辻香織

2C3 2D3 2E3 2F3 2G3 2H3 2I3 2J3

164 107 148 69 141 48 118 98

山崎　亮平 大野　一生 喜屋武　俊二 野呂　高樹 妹尾　堅一郎 河合　毅治 下出　一 夏　雨

日本大学大学院　法学研
究科

財団法人国際メディア研
究財団

株式会社ゼウス・エンター
プライズ

財団法人 未来工学研究
所

東京大学
株式会社三菱総合研究
所・東京理科大学専門職
大学院総合科学技術経

株式会社サピエンティスト 亜細亜大学法学部

特許権の権利濫用におけ
る一考察

ベンチャー創出の支援に
おける知財価値評価とリ
スクマネジメント事例

デジタルコンテンツビジネ
スと法律

欧州委員会における
Technology Platformから
の政策的含意

脱「本体＋メインテナンス
型」ビジネスモデル～ビジ
ネスモデルと知財マネジ
メントの対応パターンを検
討する～

特許情報を利用した地域
経済における産業集積と
知識集積の関連性に関
する実証分析

知財活用会議ハーミットを
通じて開発された知財評
価のメソッドと同会議体の
活用方法

中国新特許法が特許実
務に与える影響の一考察

加藤浩 渡部俊也 0 　 0 西脇美奈子、北村光司 0

2B4 2D4 2E4 2F4 2G4 2H4 2I4 2J4

67 86 149 19 140 91 55 32

土田　義之 瀧澤　稔 小林　憲人 岡田　広司 宮本　和敏 永吉　拓也 西村　陽一郎 石橋　純美

苫小牧高専
花王（株）　知的財産セン
ター

日本健康ビジネス専門学
校 国際情報ビジネス科
講師

椙山女学園大学 シナノケンシ株式会社
日本技術貿易株式会社
IP総研

神奈川大学経済学部
東京理科大学専門職大
学院 知的財産戦略専攻

高専における知財人材育
成と知財教育について

サーチレポートにみる、日
米大学国際特許出願の
自己文献等の引用比較

著作権法上に於ける間接
侵害規定導入に関する一
考察
～カラオケ法理の射程と
法適用～

地域キャラクターのネット
ワーク化による商店街や
まちの活性化

グローバル・オープン戦
略で勝者となるための”ブ
ラックボックス領域”と
は･･･？。（ 上市１４事例
分析を通して分かった”知
財戦略”の共通項 ）

VISTAにおける特許情報
整備の現状

ノウハウ化の企業パ
フォーマンスに対する効
果の評価

食品分野における模倣品
の現状と分析

　
石川浩、岩本禎司、高濱
学、新美裕子、安福一恵

0 世良清、紀暁麗 0 0 馬場錬成

休憩

場所 大ホール 30201 30213 30212 30211 30202 30303 30311 30312 30313
座長 世良　清 高橋　真木子 幡鎌　博 林　紘一郎 眞壽田　順啓 河合　毅治 永吉　拓也 西村　陽一郎 馬場　錬成

知財人材育成・知財教育 学生発表 知財制度論
著作権、

コンテンツマネジメント
知財制度論（商標）

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

先端技術・国際標準 知財に関する国際問題

2B5 2C5 2D5 2E5 2F5<インテンシブ> 2G5 2H5 2I5 2J5

77 73 30 153 70 78 12 81 119

高畑　裕美 鳥海　沙矢香 上田　育弘 鳥澤　孝之 生越　由美 小野　貴久 大﨑　敏郎 越智　豊 江藤　学

奈良先端科学技術大学
院大学 先端科学技術研
究調査センター

東京理科大学専門職大
学院MIP

ＢＦベストフレンド知的財
産研究所

筑波大学大学院ビジネス
科学研究科

東京理科大学専門職大
学院

東京電力株式会社
株式会社パテント・リザル
ト

日本弁理士会バイオ・ライ
フサイエンス委員会

一橋大学イノベーション研
究センター

教育・研究現場での知的
財産教育が技術移転に
与える影響

子供の発明心を啓発する
知財教育への提言

特許電子図書館（ＩＰＤＬ）
の機能のあり方に関する
研究

デジタルアーカイブの構
築と著作権制限・強制許
諾

原産地呼称及び地理的
表示の保護制度の現状と
課題

動的スクリーニングによる
特許検索式の逐次洗練
化

経過情報と書誌情報から
みた日米特許の差異分
析

日本のバイオ・ライフサイ
エンス産業の国際的競争
力の特許面からの調査・
研究～iPS細胞関連特許
の行方～

中国国家規格における特
許権利制限の動きに関す
る背景と考察

久保浩三 馬場錬成、矢崎茂樹 0 0 　 0
大平和幸、白洲一新、本
田亜希、今井順一

0

2B6 2C6 2D6 2E6 2G6 2H6 2I6 2J6

64 114 108 157 26 89 22 104

松岡　守 周　暁麗 藤原　文人 安田　和史 谷川　英和 中根　寿浩 仙石　慎太郎 朴木　理華

三重大学
筑波大学大学院図書館
情報メディア研究科

東京理科大学大学院総
合科学技術経営研究科

東京理科大学専門職大
学院

ＩＲＤ国際特許事務所、
(有)アイ・アール・ディー

日本技術貿易株式会社
IP総研

京都大学　物質－細胞統
合システム拠点

北京銘碩国際特許事務
所東京代表

教員免許状更新講習によ
る知財教育

中国の非物質文化遺産
（無形文化財）保護の課
題

企業競争における今日的
な保護の在り方に関する
一考察　　～米国におけ
る知財と反トラスト法の具
体的事例研究を用いて～

クラウドコンピューティン
グと著作権法

特許調査の検索式提案
システム

中東における特許出願の
現状と傾向

幹細胞技術のプロ・イノ
ベーション戦略

アイデア情報工学（Idea
Information Engineering）
の研究

世良清 松本圭以子、松縄正登 平塚三好 岡崎潤
渡辺俊規、難波英嗣、増
満光

0 隅蔵康一、沖俊彦 韓明星、馬場錬成

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

152 158 82 172 71 68 156 21 113

谷口　牧子 秋山　雄亮 高橋　理恵子 清水　利明 生越　由美 綾木　健一郎 小林　忠造 石埜　正穂 雙田　飛鳥

旭川工業高等専門学校 日本大学大学院
青山学院大学大学院法
学研究課ビジネス法務専
攻

東京理科大学総合科学
技術経営研究科

東京理科大学専門職大
学院

優和特許事務所 東京支
部

東京理科大学 総合科学
技術経営研究科MIP

日本弁理士会バイオ・ライ
フサイエンス委員会

北京銀龍知識産権代理
有限公司

知財教育における技術と
法の調和

営業秘密の保護に関する
一考察　～秘密保持命令
について～

「知的財産権の侵害警告
と不正競争行為」

日本版フェアユース規定
の規定方法に関する一考
察〜議論の動向と「非包
括的一般条項案」の再検
討〜

日本ブランド・地域ブラン
ドに対する日本人の認識
に関する調査研究

請求項（クレーム）の格成
分の自動抽出への挑戦

ソフトウェア特許の定義方
法の比較と日米ソフトウェ
ア特許の分析

日本の医療関係特許審
査と先端医療

中国特許出願のための
翻訳過程において中国特
許代理人が誤解しやすい
日本語表現

0 0 0 　
片岡敏光、安彦元、赤間
淳一

皆川長三郎 0 0

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

85 95 150 56 79 11 18 80 162

大保　智 大塚　俊 児玉　晴男 鈴木　景子 田畑　恒平 新森　昭宏 茂木　裕美 小合　宗一 井手　李咲

鹿児島県立加治木工業
高等学校

東京工業大学大学院経
営工学専攻

放送大学ICT活用・遠隔
教育センター/総合研究
大学院大学 文化科学研

東京理科大学専門職大
学院　総合科学技術経営
研究科　知的財産戦略専

早稲田大学メディア文化
研究所

株式会社 インテックシス
テム研究所

青山学院大学大学院法
学研究科ビジネス法務専
攻

日本弁理士会平成２１年
度バイオ委員会

青山学院大学法学研究
科

工業高校における「もの
づくり」を通じて、創造力を
育成する知財教育の実践

特許化プロセスにおける
外部ファクターに関する分
析

開示情報（不開示情報）
の権利の性質

知的財産権を侵害してい
ると思われるデコメ絵文
字の対応策の研究

地域ブランド形成に果た
すメディアの役割：和歌山
県北山村の事例

特許請求項の細粒度解
析について

知的監理と追及権 －
ゲームソフトウェア・プロ
グラムの救済－

用量・用法に特徴を有す
る医薬発明の特許審査に
関する日米欧比較

法域を超える商標出願に
おける各国の類似判断の
差異による問題点に関す
る検討及びその解決策に
関する模索‐事例を中心

0 佐伯とも子 0 0 0 高木慎也 0
吉田尚美、都祭正則、堀
越　真弓、渡辺浩司、渡
邉陽

竹田由美子、橋本千賀子

休憩

場所 大ホール 30201 30213 30212 30211 30202 30303 30311 30312 30313
座長 西尾　好司 松岡　守 尾崎　弘之 児玉　晴男 鈴木　公明 生越　由美 滝田　清暉 大﨑　敏郎 仙石　慎太郎 杉光　一成

産学連携及び新規事業 知財人材育成・知財教育 学生発表 知財制度論
著作権、

コンテンツマネジメント
知財制度論（商標）

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

先端技術・国際標準 知財に関する国際問題

2A9 2B9 2C9 2D9<インテンシブ> 2E9<インテンシブ> 2F9 2G9 2H9 2I9 2J9

61 5 167 42 14 59 161 127 46 151
エンゲル・アラン 内藤　善文 戸梶　孔淑 青山　紘一 林　紘一郎 小林　徹 足立　新一 古屋　晴久 島貫　誠也 森　智香子

TT Crossroads 愛媛県立東予高等学校 日本大学大学院 帝京大学法学部
情報セキュリティ大学院
大学

特許庁知的財産研究官
東京理科大学知財専門
職大学院

東京理科大学専門職大
学院総合科学技術経営
研究科知的財産戦略専

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

アンダーソン・毛利・友常
法律事務所

大学によるライセンス可
能な技術のインターネッ
ト・マーケティングに関す
る調査研究

豊かな日本を拓くための
知財及び創造性教育の
意義と位置づけ～　制度
学習中心の知財教育か
ら、創造力を育む教育へ

新商標に関する一考察
営業秘密刑事的保護法
制の問題点と知財創出

個人データの法的保護：
著作物的保護の可能性

地理的表示の保護と商標
制度について

国外での工場建設におけ
る知的財産管理のあり方

既存のマネジメントシステ
ムにおけるコンピュータソ
フトウェアの管理上の諸
問題とコンプライアンスの
観点からの施策について

日本の医療機器メーカー
における戦略的知識創造
マネジメント

ハイテク企業にとってのビ
ジネス保護の為の商標権
の活用

　 0 0 帖佐隆 0 橋本正洋 0 平塚三好 佐伯とも子
Mona　Lee、森康晃、光岡
肇

2A10 2B10 2C10 2F10 2G10 2H10 2I10 2J10

27 49 170 83 121 17 52 106
湯本　長伯 中野　輝良 宮下　義樹 眞壽田　順啓 富田　淳子 大岩　靖典 笠井　秀明 水野　勝義

九州大学大学院
岐阜県立大垣養老高等
学校　食品科学科

中小企業大学校 人材支
援アドバイザー

関西学院大学総合政策
学部教授

青山学院大学大学院ビジ
ネス法務専攻　博士課程

金沢工業大学知的財産
科学研究所

大阪大学大学院工学研
究科 精密科学・応用物理
学専攻

岐阜大学大学院連合農
学研究科

産学連携による知の生産
拠点形成と社会への還元
ビジョンについて

農業高校における知的財
産権教育の実践～知財
教育の導入と指導方法の
確立に向けて～

二次的著作物における依
拠性の課題

地域団体商標の活用に
対する考察

「知財の和解に係る錯誤
について--当事者合意か
ら見た非対象性--」

オープンソースソフトウェ
アの特許戦略に関する調
査研究

次世代電子デバイスの知
的設計と特許出願

日本・中国・韓国における
花卉園芸植物の育成者
権保護の国際比較

0 0 0 菊池純一 加藤浩一郎 岸浩史、中西寛 福井博一

2A11 2B11 2D11 2E11 2F11 2G11<インテンシブ> 2H11 2I11 2J11

51 28 111 8 169 13 116 175 173
高橋　真木子 陳内　秀樹 幡鎌　博 繁田　弘之 伊東　裕子 吉田　哲 小林　徹 渡辺　　俊規 樋口　壮人

独立行政法人　理化学研
究所

長崎県立島原農業高等
学校

文教大学　情報学部

東洋大学大学院法学研
究科私法学専攻博士後
期課程、日本大学大学院
法学研究科校友会

東京海洋大学産学・地域
連携推進機構

奈良先端科学技術大学
院大学産官学連携推進
本部

東京大学・株式会社三菱
総合研究所

ＩＲＤ国際特許事務所、
(有)アイ・アール・ディー

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

産学による大型長期の研
究開発プロジェクトにおけ
る知財マネジメントの貢献
（事例紹介）

農業専門科目への創造
性学習分野導入のため
のフレームワークを活用
した教材の開発

発明のコモンズに向けて
プログラムの著作権侵害
と技術的保護手段につい
て

水産業における知的財産
－アンケート調査から－

日本企業からの指示書に
関する米国代理人の意識
調査

技術標準におけるホール
ドアップ回避策としてのラ
イセンス・オブ・ライト
（LOR）制度導入に関する
考察

特許明細書半自動生成
ツールにおける説明文自
動補充機能と出願書類
チェック機能

国際的な技術移転におけ
る課題に関する考察

喜多見淳一、塩谷克彦 0 0 0 林進一郎、中村宏 久保浩三 瀬川友史、渡部俊也 谷川英和 田中義敏

2A12 2B12<インテンシブ> 2D12 2F12 2H12 2J12

139 138 103 34 109 143
金間　大介 妹尾　堅一郎 川上　正隆 齊藤　整 角南　英八郎 劉　波

北海道情報大学 東京大学
青山学院大学大学院ビジ
ネス法務

日本弁理士会　商標委員
会

有限会社知財情報研究
所

青山学院大学大学院ビジ
ネス法務専攻

産学連携における早期審
査制度利用の成果

知財マネジメントイノベー
ションに対応した人財に
ついて～事業戦略・ビジ
ネスモデルと知財マネジ
メントを連動させる「軍師」

知的財産法における差止
請求－営業秘密に係る差
止請求の検討－

登録商標の普通名称化
に関する諸問題

自治体の知財施策におけ
る中小企業の把握に関す
る提案―２「川崎市を主
体にした検討」

特許の強制実施権につい
ての国際比較-環境保全
の視点から-

0 0 0 0 小林猛久 0

2A13 2D13 2H13

16 65 120
名取　隆 渡邊　喜平 奥川　勝利

立命館大学大学院
日本弁理士会　知的財産
支援センター

弁理士クラブ知的財産実
務研究所

中小企業の環境ビジネス
への新規参入における成
功要因

地方自治体における産業
財産権取得のための助
成制度についての調査報
告

裁判所による特許の無効
判断の妥当性についての
検討

0 　
小國泰弘、保立浩一、山
本晃司

17:20

アジア知財・イノベーショ
ン

分科会セッション
（日本弁理士会
/UNITT協力）

※14：40終了予定

アジア知財・イノベーショ
ン

分科会セッション
（日本弁理士会
/UNITT協力）

※14：40終了予定
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