
日本知財学会第１１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）
２０１３年１２月１日（日）　

※会場地図は後項をご確認ください
場所 17601 17511 17510 17503 17506 17406 17407 17512 17402 17404

座長 滝田　清暉 安田　和史 小林　徹 高田　仁 犬塚　篤 斉藤　裕美 石埜　正穂 鈴木　公明 村上　恭一

知財制度論
著作権・

知財に関する国際問題 知財人材育成・知財教育 知財人材育成・知財教育
知財・技術情報の

産学連携及び新規事業
知財・技術情報の その他（ブランド・

学生知財制度論
コンテンツマネジメント

知財に関する国際問題 知財人材育成・知財教育 知財人材育成・知財教育
戦略的活用と管理

産学連携及び新規事業
戦略的活用と管理 知的財産の新領域等）

学生

9:50 2A1 2B1 2C1 2E1 2F1 2G1 2H1 2I1 2J1

松原　幸夫 小出　篤史 岩井　久美子 橘　祐史 佐藤　嘉朗 児玉　耕太 粕川　敏夫 菅野　政孝 林　哲彦

新潟大学　産学地域連携推進機 新潟経営大学 曾我法律事務所 日本弁理士会　知財経営コンサル 京都大学医学研究科 北海道大学 粕川特許商標事務所 日本大学大学院知的財産研究科 日本大学大学院新潟大学 産学 域連携推進機
構

新潟経営大学 曾我法律事務所 本弁 会 財経営
テイング委員会

京都大学医学研究科 海道大学 粕 特許商標事務所 本大学大学院 財産研究科 本大学大学院

アベノミクスを解明する～暗黙知経
営から見た知財八策～

ゲーム制作における知財信託に関
する考察

新興国進出時の知財リスクと対応
策の研究

弁理士の目指すべき「知財経営コ
ンサルテイング」
－「目標とするコンサル型弁理士と
その育成のための研修メ ド

倒産した米国バイオベンチャーの
特許ポートフォリオ分析

計量学を用いた産学連携型プロ
ジェクトの新規プロジェクト評価法
の開発

特許権の広さが特許審決と審決取
消訴訟の結果に及ぼす影響の定
量分析

ＩＣＴ分野における特許判例の動向
に関する一考察

不正競争防止法における商品の
形態保護についての考察

その育成のための研修メソッド」－

0 星野豊 新熊聡、野村卓哉、松本隆彦、山
本泰史

吉田玲子 中屋百合恵、早乙女周子 Pitambar Gautam、榎本健悟 清水喜幹、安彦元 0 0

2A2 2B2 2E2 2F2 2G2 2H2 2I2 2J2

星野　豊 北林　理沙 小澤　妙子 山下　愛美 安福　一恵 仁賀　建夫 佐藤　真由美 吉川　里奈

筑波大学 コンテンツ・マネジメント研究会 富山高等専門学校 青山学院大学 Meiji Seika ファルマ株式会社　知
的財産部 製品知財G

経済産業省 青山学院大学法学研究科ビジネス
法務専攻

日本大学大学院

10:10

的財産部　製品知財G 法務専攻

国際知財信託に対する「法」の適
用

スマートフォンアプリによる著作権
侵害拡散スキームに関する実態調
査と考察～リーチサイトとアプリの
関係～

地域企業と連携した知財戦略に基
づく知財教育教材の開発

特許条約に係る補正に関する論点
－PCT出願における自発補正は均
等論の第五要件であるクレームか
らの意図的な除外にあたるのか－

「発明者の認定」および「マテリア
ル」における課題について

ヘルスケア関連商品の品質を表わ
す表示（商標）に関する研究

ジェネリックプロダクトに関する法
的考察
デザインに係る知的財産権の複合
性について

電子書籍普及のための方策と権
利の在り方

0 山腰等、石田文彦、袋布昌幹、高
田英治

0 杉浦義弘、鳥生和夫、浅見哲哉 宜保友理子、藤田卓仙、森舞子 0 0

2B3 2C3 2E3 2F3 2G3 2H3 2I3 2J310:30 2B3 2C3 2E3 2F3 2G3 2H3 2I3 2J3

今村　哲也 馬場　錬成 井川　大介 奥田　慶文 狩野　幹人 和泉　守計 澄川　愛 高谷　香那

明治大学情報コミュニケーション学
部

特定非営利活動法人21世紀構想
研究会

北海道北見市立東相内中学校 日本電気株式会社 三重大学社会連携研究センター 0 九州大学　有体物管理センター 日本大学大学院

10:30

イギリスにおけるデジタル出版の
現状とその法的な背景　－我が国
の出版産業を国際競争力あるもの
とするための実効性ある対応策を
考えるために－

量から質へと転換する中国の特許
出願

中学校技術科における簡易CADを
活用した実践による著作権意識の
変容

ポートフォリオレベルでの知財評価
手法の開発

環境対応型新技術に基づく素材
メーカー群との連携　－知財分析
と技術移転－

製品開発における特許技術サイズ
分析（ＴＳ分析）の活用可能性
－電気炊飯器の事例分析を通した
仮説検証－

マテリアルトランスファーにおける
研究者の提供条件に関する調査
研究

フォークロアの著作権保護につい
ての検討

韓明星、朴木理華、金光軍 村松浩幸、川俣純 菅野穂高、吉原拓也、渡部俊也 八神寿徳、青木裕介、辻誠三、中
村修平、村上泰

安彦元 深見克哉 加藤浩

2A4 2E4 2F4 2G4 2H4 2J410 0 2A4 2E4 2F4 2G4 2H4 2J4

西正　稔 谷口　牧子 野中　尋史 飯田　香緒里 李　婷 大橋　秀紀

株式会社ピー・アンド・ピーキャリア 旭川工業高等専門学校 大分工業高等専門学校情報工学
科

国立大学法人　東京医科歯科大
学

株式会社プロパティ 日本大学大学院知的財産研究科

10:50

再販売価格規制から考える知的財
産権

抵触法の観点からの知財教育の
推進

自然言語処理を利用したパテント
スコアリングと株価・財務指標の関
係性分析

医学系産学連携に関する利益相
反マネジメント

中国における各地域別技術動向
分析

知的財産としてのビッグデータの
利活用を日本で行うための方策に
ついての一考察

0 0 久保大輝 平岡透 木村誠 太田 0 0 菅野政孝0 0 久保大輝、平岡透、木村誠、太田
貴久、増山繁

0 0 菅野政孝

休憩



場所 17601 17511 17510 17503 17506 17406 17407 17512 17402 17404

座長 星野　豊 今村　哲也 押久保　政彦 陣内　秀樹 片桐　昌直 笠井　秀明 飯田　香緒里 渡部　俊也 眞壽田　順啓 加藤　浩

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）
知財人材育成・知財教育 知財人材育成・知財教育

知財・技術情報の
戦略的活用と管理

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

その他（ブランド・
知的財産の新領域等）

学生

2A5 2B5 2C5 2D5 2E5 2G5 2H5 2I5 2J511:20 2A5 2B5 2C5 2D5 2E5 2G5 2H5 2I5 2J5

浜田　治雄 安田　和史 富田　淳子 篭原　裕明 松岡　守 隅藏　康一 太田　貴久 鈴木　公明 藤木　玲奈

日本弁理士会 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
（MIP）

青山学院大学ビジネスロー・セン
ター

全国知財・創造教育研究会 三重大学 政策研究大学院大学 豊橋技術科学大学大学院 工学研
究科

東京理科大学 大阪工業大学大学院　知的財産
研究科

11:20

（ ）

知的財産と基本的人権（正義） 著作権法における規範的主体論と
差止の範囲に関する検討

特許法の先使用権に係る実施能
力

専門高校事例から見た知財教育
の展望

知財人材育成国際シンポジウム
－知財人材と企業管理－　日本か
らの報告

新規医薬品創出への大学基礎研
究の貢献：事例に基づく考察

自然言語処理技術に基づく特許拒
絶理由の推定とその分析

セシウム除染技術の開発に見るイ
ノベーション発生の共通要素

欧州における知的財産侵害訴訟
の国際裁判管轄に関する判例動
向

0 0 0 渥美勇輝 井口泰孝 片桐昌直 0 野中尋史 平岡透 増山繁 0 00 0 0 渥美勇輝、井口泰孝、片桐昌直、
錦秀、須曽野仁志、角田政芳、世
良清、谷口牧子、奉薇、村松浩
幸、吉岡利浩、渡部俊也

0 野中尋史、平岡透、増山繁 0 0

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

吉田　哲 網中　裕一 烏谷　直宏 陳　愛華 犬塚　篤 西尾　好司 妹尾　堅一郎 後藤　吉正 千田　祥寛

奈良先端科学技術大学院大学 東京医科歯科大学　産学連携研
究センター

大阪府立農芸高等学校 重慶大学 名古屋大学大学院　経済学研究
科

株式会社富士通総研 産学連携推進機構 名古屋大学　産学官連携推進本
部

関西学院大学大学院　商学研究
科

11:40

ソフトウェア特許に対する段階的保
護期間の提案

大学における研究ブランドサイクル
活用のための基礎的検討

農業高校における知財学習１～創
造力涵養学習への取り組み事例
報告～

知財人材育成国際シンポジウム
－知財人材と企業管理－　中国か
らの報告

企業外知識の活用とその限界：特
許引用情報を活用して

日本の産学連携－国立大学法人
化後10年を振り返って－

ビジネスモデルと知財マネジメント
の関係性
〜　知財マネジメントの革新を促す
諸要因に関する一考察　〜

標準必須特許を用いた暗黙の知
財同盟によるイノベーションの専有
可能性

個々の特許は企業価値に影響を
与えるのか
－医薬品特許が企業価値に与え
る影響の検証－

久保浩三 長谷川実里 徳永憲三 李明徳、劉星、劉斌、廖冰、紀暁
麗、袁傑、夏文龍、廖伯琴、羅勇、
廖方楠

0 0 0 玄場公規 林隆敏、岡村浩一郎

2A7 2C7 2D7 2E7 2F7 2G7 2H7 2I7 2J7

藤谷　史朗 大塚　啓生 徳永　憲三 高田　仁 中村　達生 松山　裕一郎 石埜　正穂 田畑　恒平 福田　宗弘

日本弁理士会 日本弁理士会 大阪府立農芸高等学校 九州大学大学院経済学研究院 株式会社創知 アステック特許事務所 札幌医科大学 早稲田大学　メディア文化研究所 京都大学医学研究科

12:00

職務発明に関する紛争とＡＤＲ 画像デザインの類否について 農業高校における知財学習2～ブ
ドウの育成者権申請を通じて広が
る知財学習の事例報告～

科学技術商業化の教育プログラム
のあり方に関する考察
（その１　教育効果について）

類似度評価を加味した発明者名寄
せ手法

技術移転に適した大学知財の特許
表現手法についての考察
（明細書を作成する弁理士の視点
から）

発明の積極的な評価指標 コンテンツ活用と地域活性化
～知財と地域の関係～

米国バイオベンチャーにおける、大
手製薬企業への買収を出口戦略と
した知的財産マネジメントに関する
実証研究

0 0 烏谷直宏 加藤浩介、松橋俊彦 富澤宏之、細野光章、中山保夫、
片桐宏貴、峯尾翔太

阿部紀里子 天野徹也、飯田香緒里 0 中屋百合恵、早乙女周子

2A8 2C8 2D8 2E8 2F8 2G8 2H8 2I8 2J8

川野　陽輔 小林　徹 安藤　新 松橋　俊彦 アビラ-ロビンソン アルフォンソ 阿部　紀里子 松岡　徹 石塚　勝久 河野　誠也

日本弁理士会ソフトウエア委員会 東京大学工学系研究科 指宿市立指宿商業高等学校 大阪大学　産学連携本部　総合企
画推進部

京都大学物質細胞統合システム
拠点

首都大学東京　産学公連携セン
ター

経済産業省経済産業政策局知的
財産政策室

日本弁理士会商標委員会 大分工業高等専門学校

12:20

画推進部 拠点 タ 財産政策室

コンピュータ・ソフトウエア関連発明
における「データ構造」の保護につ
いての実務的観点からの検討

発明者としてのデザイナー：日本の
家電業界における実態とその成果
の質の実証分析

学校内企業「株式会社指商」 科学技術商業化の教育プログラム
のあり方に関する考察
（その２　商業化促進効果につい
て）

新奇技術の発生時における科学
技術知識構造の動態 - iPS細胞の
事例

技術移転を見据えた大学知財の
権利化についての考察
（明細書をチェックする大学知財担
当者の視点から）

医薬系大学・研究機関における知
財管理の検討について

証明・認証マークの保護（地理的
表示・地名等に係る商標の保護等
を含む）

特許出願の空間的自己相関を利
用した地域技術集積度指標の検
討

市原政喜、遠藤和光、工藤理恵、
坂田泰弘、原田一男、山内哲文

渡部俊也、秋池篤 新小田朋浩 加藤浩介、高田仁 仙石慎太郎 松山裕一郎 石埜正穂、飯田香緒里 0 野中尋史、穴井賢次郎、平岡透、
太田貴久、増山繁

休憩



場所 17601 17511 17510 17503 17506 17406 17407 17512 17402 17404

座長 吉田　哲 松原　幸夫 篭原　裕明 松岡　守 遠山　勉 西尾　好司 妹尾　堅一郎 豊崎　玲子 八木　孝雄

知財制度論 知財制度論 知財人材育成・知財教育 知財人材育成・知財教育
知財・技術情報の
戦略的活用と管理

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

その他（ブランド・
知的財産の新領域等）

学生

2A9 2B9 2D9 2E9 2F9 2G9 2H9 2I9 2J9

滝田　清暉 原　謙一 吉永　伸裕 片桐　昌直 川上　成年 深萱　恵一 竹田　由美子 押久保　政彦 西部　壮紀

IP国際技術特許事務所 横浜国立大学大学院　国際社会
科学研究科

佐賀県立有田工業高等学校 大阪教育大学 株式会社知財デザイン 独立行政法人理化学研究所 青山学院法学部法学研究科ビジ
ネス法務専攻

東京理科大学大学院　イノベーショ
ン研究科 イノベ ション専攻

東京大学 工学系研究科

13:20

科学研究科 ネス法務専攻 ン研究科　イノベーション専攻

職務発明の新しい価値評価方法 知的財産権を用いた資金提供・調
達について
－実態調査と課題の提示－

ICTを活用した創造性教育の可能
性

中国の小学生向け知財テキスト
「知的財産に関する教育用読本
（初級版）広東省知的財産局著」の
特徴について

戦略的商品開発手法の開発－ＱＦ
Ｄと特許情報の融合－

大学等における発明者の所属機
関と権利帰属機関の相違が特許
権の利用に与える影響

国際的な特許技術協定とアカデミ
アにおける取り組みの現状につい
て

地域ブランドの競争優位の源泉 特許権侵害訴訟認容額を用いた
特許権価値評価の試み

0 川瀬真 0 張栩 谷津維則、鶴見隆 0 菊池純一 0 0

2A10 2B10 2D10 2E10 2F10 2G10 2H10 2I10 2J1013:40

清水　利明 露木　美幸 陳内　秀樹 星野　豊 笠井　秀明 米川　聡 竹内　均 眞壽田　順啓 松本　卓也

一般財団法人比較法研究センター 帝京大学法学部 長崎県立島原農業高等学校 筑波大学 大阪大学　大学院工学研究科　精
密科学・応用物理学専攻

九州大学 知的財産研究会IPLounge 関西学院大学総合政策学部 日本大学大学院知的財産研究科

商標法4条1項11号に係る商標の 複数主体の特許権侵害における 高等学校知財教育における日韓 初等中等教育における「知財法教 固体高分子形燃料電池の量子トン 特許および特許群の社会的機能 特許情報から見るキーマン依存度 出願事例に基づく地域団体商標の 知的財産法における刑事罰に関す商標法4条1項11号に係る商標の
類否判断と取引実情の考慮

複数主体の特許権侵害における
残された問題の解決

高等学校知財教育における日韓
共通教材の開発

初等中等教育における 知財法教
育」の可能性と問題点

固体高分子形燃料電池の量子トン
ネル現象

特許および特許群の社会的機能
の変化と今後の課題

特許情報から見るキ マン依存度
のパフォーマンスへの影響に関す
る一考察

出願事例に基づく地域団体商標の
現状と考察

知的財産法における刑事罰に関す
る一考察

0 0 内藤善文、安在民、金炯昌、若谷
卓、孫泳培、韓光植

0 山田隆博 野呂高樹 大城裕太、佐藤智文、沙魚川久史 0 加藤浩

2A11 2B11 2D11 2E11 2F11 2G11 2I11 2J11

中野　詩織 腰本　裕之 孫　泳培 世良　清 宮澤　亘 齋藤　裕美 渡部　順一 熊切　秀人

筑波大学大学院人間総合科学研 日本弁理士会 バイオサイエンス 永宗國際物流高等學校 三重大学大学院地域イノベ シ 0 千葉大学 東北工業大学 日本大学大学院知的財産研究科

14:00

筑波大学大学院人間総合科学研
究科博士後期課程心理学専攻

日本弁理士会　バイオサイエンス
委員会　第２部会

永宗國際物流高等學校 三重大学大学院地域イノベーショ
ン学研究科/三重県立津商業高等
学校

0 千葉大学 東北工業大学 日本大学大学院知的財産研究科

感覚知覚心理学の観点からみる
香りの商標の言語的表現の検討

Prometheus事件米国最高裁判決
とその影響

特性化(実業系)高校、産業界での
現場実習のための創造的なモバイ

図書館資料の著作権表示調査か
らの一考察

マーケティングと知的財産
～企業における知財情報活用の

産学共同研究における相手先の
多様性と企業パフォーマンス～医

６次産業化に向けた食の地域団体
商標～東日本大震災被災地の取

動画配信サイトにおける違法アッ
プロード防止のための施策につい表

ルアプリケーションの開発研究 可能性～ 薬品産業を対象に
震

り組み～ て

0 岩田耕一、小合宗一、北川英陸、
佐貫伸一、辻本典子

韓光植、安在民、金炯昌 0 中島隆 隅蔵康一 0 菅野政孝

2A12 2B12 2D12 2F12 2I12 2J12

川上　正隆 田中　洋子 内藤　善文 片岡　敏光 尹　復興 富永　涼太

青山学院大学大学院 日本弁理士会　バイオ・ライフサイ
エンス委員会

愛媛県立新居浜工業高等学校 株式会社パットブレーン 日本大学　大学院　法学研究科
博士後期

日本大学大学院　知的財産研究
科

14:20

エンス委員会 博士後期 科

キャラクター世界観の保護可能性
の検討

改訂審査基準後の用法・用量に特
徴を有する医薬発明の進歩性の
判断－平成24年度バイオ・ライフ
サイエンス委員会第１部会の答申

文部科学省検定済教科書「工業技
術基礎」執筆について
～　理想的な知財教育をめざして
～

ビジネス関連発明における技術的
範囲の変化についての考察

台湾商標法における著名商標希
釈化の規制

クラウドコンピューティングと知的
財産権

委員
から

0 岸本達人、久松洋輔、佐々木貴
英、山田成喜

0 安彦元 0 0


