
日本知財学会第１３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）
２０１５年１２月５日（土）２０１５年１２月５日（土）　

場所 221 222 223 231 232 233 242 243 244 245

座長 石埜　正穂 鈴木　香織 近藤　正幸 立本　博文 片桐　昌直 斉藤　裕美 岡田　吉美 二又　俊文 眞壽田　順啓 三村　淳一

知財制度論
著作権・

知財に関する国際問題
知財会計・

知財人材育成・知財教育 産学連携及び新規事業
知財・技術情報の 知財・技術情報の その他（ブランド、

学生発表

一　般　発　表

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
評価と経営問題

知財人材育成 知財教育 産学連携及び新規事業
戦略的活用と管理 戦略的活用と管理 知的財産の新領域）

学生発表

1A1 1B1 1C1 1D1 1E1 1F1 1G1 1H1 1I1

藤野　仁三 平木　康男 胡　勇 原田　隆 世良　清 隅藏　康一 平井　祐理 神谷　昌男 大塚　一貴

東京理科大学専門職大
学院

日本弁理士会 筑波大学大学院修了 東京工業大学　情報生命
博士教育院

三重県立津商業高等学
校/三重大学大学院地域
イノベーション学研究科

政策研究大学院大学 東京大学政策ビジョン研
究センター

日本弁理士会 企業弁理
士知財委員会

日本弁理士会　商標委員
会

保守化する米連邦最高裁 近年の音楽業界をとりまく 中国独占禁止法に違反す 知的財産信託における課 産学公民のネットワークを 日本の民間企業から見た 日本企業における技術ノ PAEの特許動向に関する 商標の保護範囲拡大と商

13：00

保守化する米連邦最高裁
―ロバーツ・コートにおけ
る特許適格解釈の動向―

近年 音楽業界を りまく
著作権上の問題

中国独占禁 法 違反す
る知的財産権の濫用につ
いて

知的財産信託 おける課
税上の諸問題

産学公民 ネッ クを
活用した知財教育実践の
展開と展望－「若き『匠』
育成プロジェクト事業」と
「知的財産に関する創造
力・実践力・活用力開発
事業」を通して－

本 民間企業 見
産学連携の現状と課題

本企業 おける技術
ウハウとその管理に関す
る研究

特許動向 関する
定量的解析

商標 保護範囲拡大 商
標権の効力制限に関する
諸問題

0 星野豊 0 松岡守、東村篤、仲卓哉 古澤陽子、枝村一磨、福
澤尚美

渡部俊也 吉澤恵、磯部光宏 0
澤尚美

1B2 1C2 1D2 1E2 1F2 1G2 1H2 1I2 １J2

岡崎　潤 井手　李咲 鮫島　正洋 谷口　牧子 赤川　英毅 茂木　裕美 小林　和人 今村　哲也 服部　智成

コンテンツマネジメント研
究会

青山学院大学 弁護士法人内田・鮫島法
律事務所

旭川工業高等専門学校 国立循環器病研究セン
ター

青山学院大学法学部ビジ
ネスローセンター

日本弁理士会 企業弁理
士知財委員会

明治大学情報コミュニ
ケーション学部

東京工業大学イノベー
ションマネジメント研究科
技術経営専攻

著作隣接権の保護期間に 東アジアにおける商標制 技術のコモディティ化と取 特許情報プラットフォーム 医療機器に関する知的財 ビッグデータを利用する機 パテントプール並びに 地理的表示保護制度の IR情報から見る注力技術

13：20

関する検討～レコード製
作者の権利と2020年問題
～

度に関する一考察 り得る事業戦略・知財活
動の変化についての一考
察－2013年発表からの続
報

の経過情報を利用した知
財学習

産評価指標のアカデミア
での傾向分析

械学習における法的課題
-「情報」概念からの考察-

NPE活用による企業の知
財戦略の現状と可能性

法的課題に関する考察 と特許出願動向の比較

0 0 0 0 0 0 石原五郎、吉田真、永井
隆、森山浩

0 田中義敏

1A3 1B3 1C3 1E3 1F3 1G3 1H3 1J3

吉田 哲 清水 利明 楊 倫理 木村 友久 西尾 好司 山田 将生 澤田 孝之 藤田 杏子

13：40

吉田　哲 清水　利明 楊　倫理 木村　友久 西尾　好司 山田　将生 澤田　孝之 藤田　杏子

奈良先端科学技術大学
院大学

比較法研究センター 中国深セン　中銀法律事
務所

山口大学　大学研究推進
機構知的財産センター

株式会社富士通総研 アビームコンサルティング
株式会社

日本弁理士会　企業弁理
士知財委員会

東京理科大学大学院イノ
ベーション研究科

米国司法における発明明
瞭性の問題、連邦最高裁
判所とCAFC間での判断
の対立

翻案権侵害における全体
比較論に関する一考察

ネットショッピングにおける
「偽物」の新動向と法的対
応

特許情報検索をe-
learningに移行した授業の
動画視聴行動分析

オープンイノベーションの
場としての産学連携－企
業間連携推進要因の研
究－

探索型多次元解析手法に
よる特許の特徴導出

医薬PAE研究 コーポレイトライセンスの
日米欧の比較と日本市場
拡大の提言

久保浩三 0 星野豊 李鎔璟/北村真之/陳内
秀樹/阿濱志保里

0 渡邉涼子/五藤智久/奥
田慶文/杉本敏彦/小田
三紀雄/法橋宏高/森岡
由紀子

内山務/四本能尚 草間文彦

休憩



座長 吉田　哲 清水　利明 井手　李咲 鮫島　正洋 木村　友久 西尾　好司 平井　祐里 北田　透 光田　賢 藤野　仁三

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

知財会計・
評価と経営問題

知財人材育成・知財教育 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

その他（ブランド、
知的財産の新領域）

学生発表
コンテンツマネジメント 評価と経営問題 戦略的活用と管理 戦略的活用と管理 知的財産の新領域）

1A4 1B4 1C4 1D4 1E4 1F4 1G4 1H4 1I4 1J4

櫻井　通陽 鈴木　香織 星野　豊 北村　光司 陳　愛華 安武　純一 小山田　浩 小野　貴久 内山　愉太 遠坂　秀

国立研究開発法人農業
生物資源研究所知的財
産室

株式会社スズキアンドア
ソシエイツ

筑波大学人文社会系 Ｓｅｉｊｕ国際知財事務所 重慶大学経済与工商管
理学院

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

東京大学大学院工学系
研究科

東京電力株式会社 金沢大学人間社会研究
域

日本大学大学院知的財
産研究科

米国特許法第１０１条に
関する米国特許商標庁新

ジェネリック家具に関する
法的考察

今後のアジア金融市場に
おける日本の知財信託の

知財の強み・弱みと顧客
ターゲットの組み合わせ

企業における知財人材育
成とイノベーション

近年の希少疾患に対する
ドラッグ・リポジショニング

日本の素材製造業におけ
る発明の生産性分析～共

特許検索式の見せ方 地理的表示の活用方法に
関する比較考察―焼酎・

人とロボットの相互作用に
おける知的財産の活用に

14：10

審査ガイダンス及びその
バイオテクノロジー発明に
対する影響

役割 に着目した知財評価技法
に関する考察-強みと弱
みを掲出するマトリックス
のバリエーションについて
-

の事例分析 発明者のネットワーク構
造が企業の発明の質・量
に与える影響

日本酒の教訓と農産品に
関する今後の知財運営の
展望―

関する検討

小倉啓七、小合宗一、赤
堀孝、腰本裕之、山中生
太、杉江顕一、青木祐
治 枝由紀

0 0 宮脇一、寺地洋之、下出
一、西脇美奈子、都築泉

廖冰、劉偉、岡田廣司、
松岡守、世良清

田中義敏 渡部俊也 0 佐藤淳、香坂玲、又木実
信、風聡一郎

金澤良弘

治、國枝由紀子

1A5 1B5 1C5 1D5 1E5 1F5 1G5 1H5 1I5 1J5

石埜　正穂 張　睿暎 村川　一雄 富田　淳子 稲穂　健市 齋藤　裕美 岡田　吉美 安彦　元 中嶋　和昭 中塩　優子

札幌医科大学医学部 獨協大学法学部 大阪工業大学大学院知
的財産研究科

青山学院大学ＢＬＣ 東北大学研究推進本部 千葉大学法政経学部 一橋大学イノベーション研
究センター

ミノル国際特許事務所 日本弁理士会農林水産
知財対応委員会

東京大学工学部

職務発明制度改正と大学 デジタルコンテンツ流通促
進の第一歩としての著作
権情報公開DB構築 韓

ICT分野における中国知
的財産標準化戦略とその
課題

特許権侵害訴訟上の和
解がもたらす（M&Aにおけ
る）諸問題 企業経営にお

民間企業の研究マネジメ
ントから見た大学研究マ
ネジメントに求められるス

新規医薬品創出への大
学基礎研究の貢献：国際
比較を中心として

特許請求の範囲の文字
数を用いた特許の価値に
関する計量経済学的研究

特許の「量より質」の是非
の定量的検証～特許の
件数を減らすことが本当

地理的表示の保護をめぐ
る論点

論文テキスト情報の時系
列分布に基づくナノカーボ
ン分野の構造変化の分析

14：30

権情報公開DB構築 ―韓
国・英国のデジタル著作
権取引所（DCE）からの示
唆

課題 る）諸問題-企業経営にお
ける知財ブランド管理の
重要性-

ネジメントに求められるス
キル及び人材育成につい
ての考察

比較を中心として 関する計量経済学的研究 件数を減らすことが本当
にベストな選択なのか～

ン分野の構造変化の分析

0 0 0 0 隅蔵康一 長岡貞男/内藤祐介 0 坂田一郎/原忠義/森純
一郎

1A6 1B6 1C6 1D6 1E6 1F6 1G6 1I6 1J6

西正　稔 今村　哲也 近藤　正幸 下平　祥貴 伊藤　伸 古澤　陽子 太田　貴久 眞壽田　順啓 小坂　佳範

マンパワーグループ株式 明治大学情報コミュニ 横浜国立大学 味の素株式会社 東京農工大学大学院工 科学技術・学術政策研究 豊橋技術科学大学 情 関西学院大学 東京大学大学院工学系

14：50

マンパワ グル プ株式
会社

明治大学情報コミュニ
ケーション学部

横浜国立大学 味の素株式会社 東京農工大学大学院工
学府産業技術専攻

科学技術・学術政策研究
所

豊橋技術科学大学　情
報・知能工学系

関西学院大学 東京大学大学院工学系
研究科技術経営戦略学
専攻

「権利者」vs「利用者」 ICT活用教育の場面にお
ける著作物等の保護と利
用に関する研究

日本企業の中国とタイに
おける知財創出の比較

権利存続期間から推定す
る特許戦略の合理性と企
業価値の評価

大学等研究マネジメント
人材のスキル分布～知財
関連業務を軸にした分析
～

大学等における研究マネ
ジメント人材と産学連携パ
フォーマンスの関係

CPCに対応した特許検索
式提案システム

兵庫県等の地域ブランド
にかかる諸問題の解決ー
地理的表示法の利用につ
いてー

M&A後の研究者ネット
ワークの統合に伴う各研
究者の役割変化

0 0 0 青木義充、横内大介 渡部俊也 坂田哲人、枝村一磨、隅
蔵康

谷川英和 0 渡部俊也/吉岡（小林）徹
蔵康一

1A7 1B7 1C7 1D7 1E7 1I7 1J7

菊池　純一 鈴木　康平 高橋　省吾 星野　正則 岡田　廣司 生越　由美 浦山　遥

青山学院大学法学部 筑波大学大学院図書館
情報メディア研究科

国立大学法人鹿児島大
学

神奈川県産業技術セン
ター

東京福祉大学 東京理科大学 東京理科大学大学院イノ
ベーション研究科

情報仮想人の知財とその
世界観の法理---現行法

研究データの知的財産権 アジア地域新興国におけ
る知財リスクの定量的評

中小企業等経営の要諦と
して「知的資源」に着目し

福祉分野における商品開
発と人材育成

地理的表示保護制度の
現状と課題

経験価値に基づく文房具
産業の新商品戦略

15：10

解釈の限界とビジネス法
務リスクの発生---

価の試み た、中小企業等ならでは
の「知的資源」を活用した
経営手法の在り方につい
ての考察

0 0 前川武之 皆藤剛 世良清、陳愛華 0 鈴木公明


