
日本知財学会第９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）

２０１１年６月２６日（日）　

※会場地図は後項をご確認ください
場所 10307 10308 10309 10310 10311 10312 10313 10314 10315 10306場所

座長 平塚　三好 鈴木　香織 本江　哲行 世良　清 阿部　紀里子 笠井　秀明 綾木　健一郎 藤野　仁三 佐久田　昌治 鈴木　公明

知財制度論 著作権、コンテンツマネジメント 知財人材育成・知財教育 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 知財・技術情報の戦略的活用 知財に関する国際問題 その他（ブランド、新領域） 学生

2A1 2B1＜インテンシブ＞ 2C1 2D1 2E1 2F1 2G1 2H1 2I1 2J1

95 65 52 152 60 80 56 18 19 6

幡鎌　博 清水　利明 篭原　裕明 松岡　守 仙石　慎太郎 赤津　慎二 谷津　維則 渡部　俊也 久野　敦司 藤本　一

文教大学 関西大学法学研究科 全国知財・創造教育研究会 三重大学 京都大学 東京理科大学　専門職大学院MIP
テスコ株式会社／東京農工大学大
学院技術経営研究科

東京大学 ＳＭＩＰＳ特許戦略工学分科会
大阪大学大学院法学研究科博士
前期課程

特許制度に代わる登録発明実施 著作権法におけるパ デ 可能 高校における知財教育 成果と課 教員免許状更新講習による知財教 幹細胞技術 標準化と知財形成
オープンイノベーションの開発プロ

研究開発向け特許情報デ タベ 「着想命題 発明における役割と

12:40

特許制度に代わる登録発明実施
料分配制度の提案と課題

著作権法におけるパロディの可能
性

高校における知財教育の成果と課
題

教員免許状更新講習による知財教
育

幹細胞技術の標準化と知財形成
の国際動向

オ プンイノベ ションの開発プロ
ジェクトにおける知財マネジメント
に関する一考察

研究開発向け特許情報データベー
スの構築及び活用方法

中国の専利ライセンス契約の分析
「着想命題」の発明における役割と
等価変換理論との関係

商標法の経済分析

0 0 0 世良清 隅蔵康一、沖俊彦 平塚三好 川上成年 李聖浩 0 0

2A2 2C2 2D2＜インテンシブ＞ 2E2 2F2 2G2 2H2 2I2 2J2
35 138 30 118 151 17 23 26 127

北田　透 安藤　新 村松　浩幸 石埜　正穂 李　婷 犬塚　篤 池上　美穂 久住　周平 李　暢

(財)建築技術教育普及センター
情報・普及部

指宿市立指宿商業高等学校 信州大学教育学部
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
岡山大学大学院 社会文化科学研
究科

オンダ国際特許事務所 KDDI株式会社 筑波大学

現行特許制度が包摂する経済学 ビジネス教育における知的財産教 アイデアの創造と共有に基づく体 iPS細胞技術の展開と再生医療の 特許引用データを用いた埋没技術 ブラジルにおける特許出願時の遺 ジャズフェスティバルを用いた地域

13:00

現行特許制度が包摂する経済学
的トレードオフ問題等に関する諸考
察

ビジネス教育における知的財産教
育の実践

アイデアの創造と共有に基づく体
験的知的財産学習法の開発

iPS細胞技術の展開と再生医療の
実現に向けた知的財産の確保

中国の知的財産権（専利）調査
特許引用デ タを用いた埋没技術
の発掘

ブラジルにおける特許出願時の遺
伝資源出所開示要件の現状

ジャズフェスティバルを用いた地域
振興策の現状と課題に関する一考
察

中国の職務著作度について

0 0 0
翁 雅男

0 0 0 0 周暁麗、松縄正登

2A3 2B3 2C3 2E3 2F3 2G3 2H3 2I3 2J3

16 48 122 77 110 55 44 11 47

吉田　哲 梅津　薫 陳内　秀樹 越智　豊 小林　徹 ENGEL　ALAN 鈴木　睦昭 望月　朗 張　莉

奈良先端科学技術大学院大学 東京理科大学大学院 長崎県立島原農業高等学校
日本弁理士会ライフサイエンス委
員会

東京大学政策ビジョン研究セン
ター／株式会社三菱総合研究所

TT Crossroads 国立遺伝学研究所 日産自動車知的財産部 大阪工業大学　専門職大学院

英国におけるiPS細胞特許（桜田特
東アジア新興国の発明者を含む米 技術移転の国際標準に進みつつ

生物多様性条約に関するアクセス
コンピュータ・プログラムのリバー

13:20

特許制度で保護すべき発明の基
準、遺伝子特許の是非の視点から

画像加工技術と写真の著作物に
関する一考察

農業高校における校内アイデアコ
ンテスト実施の諸課題とその対応

英国におけるiPS細胞特許（桜田特
許）の検討及びその後の京都大学
との提携に関しての考察

国特許の被引用回数の推移の分
析　―特許データによる新興国の
研究開発力の検証―

あるEPOのIPscore特許ポートフォ
リオ管理ソフトに関する学術研究
課題

生物多様性条約に関するアクセス
と利益配分に関する大学等におけ
る契約条件に関する考察

デジタル世代のエンジニアの発明
手法

ス・エンジニアリングについての米
日欧中の法的比較　　―著作権法
上の問題を中心に―

久保浩三 0 0
大森未知子、北川英陸、志摩美裕
貴、星野貴光

瀬川友史、渡部俊也 0 0 0 森正幸

2A4 2C4 2D4 2E4 2F4 2G4 2H4 2J4

154 28 99 119 115 41 87 131

加藤　浩 中野　輝良 出口　祥啓 佐藤　準 瀬川　友史 狩野　幹人 井内　龍二 原山　智重子

日本大学大学院知的財産研究科
岐阜県立大垣養老高等学校　食品
科学科

徳島大学大学院ソシオテクノサイ
エンス研究部

札幌医科大学
東京大学政策ビジョン研究セン
ター／株式会社三菱総合研究所

三重大学知的財産統括室 日本弁理士会 津田塾大学大学院

13:40

科学科 研究部 タ 株式会社 菱総合研究所

知的財産権と競争法に関する一考
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～

知的財産権を活用した自主的創造
力創出教育手法の開発

植込み型補助人工心臓の開発に
おける医師と中小企業の連携

中国における民族系自動車メー
カーに見る特許権・実用新案権・意
匠権の複合的獲得

高度循環型植物バイオマスに関す
る知財分析と技術移転

中国における特許出願に関する遺
伝資源出所開示要件と法的取り扱
い

二次利用を支援するコミックコンテ
ンツ管理機構について

0 森本恵美 檮木智彦、石埜正穂 小林徹、渡部俊也
八神寿徳、西村美和子、青栁 充、
舩岡 正光

0
小舘亮之、渡邉恵理子、小舘香椎
子

休憩

座長 幡鎌　博 北林　理沙 篭原　裕明 松岡　守 仙石　慎太郎 妹尾　堅一郎 犬塚　篤 鈴木　睦昭 石埜　正穂 加藤　浩

知財制度論 著作権、コンテンツマネジメント 知財人材育成・知財教育 知財人材育成・知財教育 先端技術・国際標準 先端技術・国際標準 知財・技術情報の戦略的活用 知財に関する国際問題 その他（ブランド、新領域） 学生

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

29 140 144 22 5 109 25 94 72 92

越場　洋 城所　岩生 谷口　牧子 小出　篤史 齋藤　裕美 田中　聡 綾木　健一郎 韓　明星 佐久田　昌治 鄭　暁博

日本弁理士会中央知財研究所 国際大学GLOCOM 旭川工業高等専門学校 筑波大学大学院人文社会科学研 政策研究大学院大学 日本弁理士会　技術標準委員会 磯野国際特許商標事務所 北京銘碩国際特許事務所 日本大学大学院知的財産研究科 東京大学工学系研究科

日本弁理士会中央知的財産研究
所の研究成果の報告（２０１０年
度）

グーグル和解と著作権リフォーム
教育現場における知財教育担当
者の育成～知財教育実践からの
一考察

学校教育における著作権取扱いに
関する考察

アカデミック・リサーチに対する評
価と発明者の特許活動の関係

自動車業界における標準化
特許発明の技術的範囲の広さと無
効審判の審決との関係の考察

外国企業が留意すべき中国での
特許戦略についての実務的課題

イノベーションとコンプライアンスの
ジレンマ～日本社会に根付いたイ
ノベーション阻害要因の考察

自動車業界各社のコア技術間距
離測定分析

0 0 0 星野豊 隅蔵康一 0 赤間淳一、片岡敏光、安彦元 朴木理華、馬場錬成、金光軍 井川康夫 渡部俊也

2A6 2B6 2C6 2D6 2E6 2F6 2G6 2H6 2I6 2J6

100 96 128 124 46 37 120 68 103 90

14:10

14:30
100 96 128 124 46 37 120 68 103 90

劉　波 石澤　一良 矢動丸　朗 世良　清 谷関　知佳 笠井　秀明 富田　淳子 鈴木　信也 牧野　逸夫 鄭　賢錦

富士平工業株式会社
青山学院大学大学院ビジネス法務
専攻

長崎県立長崎工業高等学校　機械
科

三重県立津商業高等学校
東京医科歯科大学　産学連携推進
本部

大阪大学大学院工学研究科
青山学院大学大学院ビジネス法務
専攻

沖電気工業株式会社 北陸先端科学技術大学院大学 東京大学工学系研究科

「日本における裁定実施制度の問
題点及び提案」

電子書籍における著作権法上の
課題

工業高校における全校生徒を対象
とした創造性豊かなものづくり力を
育むための創造教育・知財教育の
導入方法

知財教育のこれまでとこれから
大学—企業間における研究マテリ
アル移転時の課題解決に向けた
取組み

シミュレーションによる知的設計と
特許出願における課題

特許権における市場競争と差止請
求権行使

米国関税法337条における国内産
業要件の変遷と特許不実施主体
によるITC活用に関する考察

日本の特許公報を活用したアイデ
ア発想法の検討

スマートグリッド分野におけるベン
チャー企業の戦略的提携

菊池純一 0 0 0
早乙女周子、古川静雄、羽鳥賢
一 飯田香緒里

岸浩史 0 0 由井薗隆也 渡部俊也
、飯田香緒里

2A7 2B7＜インテンシブ＞ 2C7 2D7 2E7 2F7 2G7 2I7 2J7

111 63 150 143 112 130 91 58 33

土屋　雄大 鈴木　香織 本江　哲行 斎藤　保男 飯田　香緒里 小川　延浩 八神　寿徳 大澤　豊 河野　あゆみ

青山学院大学法学研究科ビジネス
法務

株式会社スズキアンドアソシエイツ 富山高等専門学校 東京工芸大学教育研究支援課 東京医科歯科大学 0 三重大学知的財産統括室 日本弁理士会ソフトウェア委員会
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

ビジネス方法特許を対象とする法
的機能－作用条件をめぐる比較考
察－

デジタル時代における出版者の法
的地位

国立高専における知財教育の現
状と課題

芸術系大学での作品制作教育に
おける知財マネジメント

NO-MTA Initiativeの日本への導入
について

デバイス機器による新規サービス
への協働的ビジネスモデル～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

推進８分野における大学の特許出
願の特徴と分析

仮想事例を用いて内外国制度を対
比的に説明するセミナーのデザイ
ンと実施に関する報告

Ｍ＆Ａの前後における日本の医薬
品企業の特許戦略

14:50

察－ デルと知財マネジメントに関する
考察～

ンと実施に関する報告

0 0
井口泰孝、五十嵐一男、谷口牧
子、伊藤昌彦、原隆、中山亨、篭原
裕明、木村友久、世良清

平山敬二、岩谷徹 石埜正穂 沙魚川久史、妹尾堅一郎
狩野幹人、川北忠、中村修平、村
上泰

0 佐伯とも子

2D8 2E8 2F8 2I8 2J8

49 40 137 148 51

佐古　めぐみ 早乙女　周子 沙魚川　久史 保立　崚介 服部　陽介

金沢工業大学大学院 工学研究科
知的創造システム専攻

京都大学 0
東京理科大学大学院知的財産戦
略専攻

京都大学大学院　医学研究科　社
会健康医学系専攻　知的財産経営

15:10

知的創造システム専攻
京都大学

略専攻
会健康医学系専攻 知的財産経営
学分野

日本におけるCIPO育成のための
大学院教育に関する考察

研究マテリアル入手により生じる研
究アウトプットに関する分析

新規サービスビジネスにおけるデ
バイス機器との協働的価値形成～
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～

遺伝資源に対する知財的アプロー
チ

ｉＰＳ細胞作製技術における知財戦
略の事例研究

加藤浩一郎 0 小川延浩、妹尾堅一郎 平塚三好 早乙女周子

休憩

座長 吉田　哲 清水　利明 小林　徹 石井　康之

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 学生

2A9 2B9 2F9＜インテンシブ＞ 2J9

24 106 142 57

平塚　三好 北林　理沙 妹尾　堅一郎 兼子　美幸

東京理科大学専門職大学院知的
財産戦略専攻

電気通信大学 東京大学 日本大学大学院知的財産研究科

集積回路の設計資産（IP）の法的
保護

デジタルコンテンツに対する著作権
保護システムの活用事例から見え
るインターネット上の海賊版コンテ

価値形成のレイヤー移行によるイ
ノベーション～デジカメからiPod、
次世代自動車まで 事例を通じた

「日本におけるTLOの今後の方向
性～海外TLOの活動からの示唆

15:40

保護 るインタ ネット上の海賊版コンテ
ンツの現状

次世代自動車まで、事例を通じた
考察～

～」

木下孝彦 小舘香椎子、渡邉恵理子 0 佐久田昌治

2A10 2B10 2J10

20 81 36

帖佐　隆 杉山　務 長谷川　実里

久留米大学法学部 白鴎大学 東京理科大学専門職大学院MIP

営業秘密に係る刑事訴訟における
秘密裁判手続導入論批判

著作権侵害＜フェアユース＞
農産物のブランド確立に必要な要
素に関する考察

16:00

秘密裁判手続導入論批判 素に関する考察

0 0 鈴木公明

2A11 2B11

125 61

中田　祐児 安田　和史

弁護士法人中田・島尾法律事務所 株式会社スズキアンドアソシエイツ

グループが分裂した場合の不競法
２条１項１号の商品等表示の主体
の判断基準について

デジタルコンテンツの流通と独占禁
止法上の問題について

0 0

16:20

2A12 2B12

8 76

川上　正隆 西正　稔

青山学院大学大学院ビジネス法務
専攻

株式会社ベルシステム24

不正競争防止法からみるプロ･パ
テントの再考

よくできた著作権法

0 0

16:40

17:00


