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※会場地図は後項をご確認ください
場所 1031 1032 1041 1042 1051 1052 1061 1063 1073 1081

座長 枝村 磨 安田 和史 吉岡 徹 谷 牧子 井手 李咲 早乙女 周子 妹尾 堅 郎 淺見 節子 立本 博文 光田 賢座長 枝村　一磨 安田　和史 吉岡　徹 谷口　牧子 井手　李咲 早乙女　周子 妹尾　堅一郎 淺見　節子 立本　博文 光田　賢

知財制度論
著作権・

コンテンツマネジメント
ブランド、デザイン 知財人材育成・知財教育 知財に関する国際問題 知財経営

知財・技術情報の
戦略的活用と管理

先端技術・国際標準
その他

（知的財産の新領域）
学生発表

1B1 1C1 1D1 1E1 1G1 1H1 1I1 1J1

鈴木　香織 長谷川　綱樹 阿濱　志保里 張　睿暎 丸島　和也 越智　豊 稲穂　健市 鈴木　雅人

株式会社スズキアンドア
ソシエイツ

日本弁理士会商標委員
会

山口大学 獨協大学法学部
特定非営利活動法人　産
学連携推進機構

日本弁理士会ライフサイ
エンス委員会

東北大学
東京理科大学大学院イノ
ベーション研究科

10:00

ソシエイツ 会 学連携推進機構 エンス委員会 ベ ション研究科

情報ビジュアライゼーショ
ンとコンテンツ創作

地域団体商標制度の問
題点に関する考察

中学校におけるポートフォ
リオ評価を用いた知的財
産教育

TPP合意内容反映のため
の知財関連法改正―韓
国の経験からの示唆

「即席めん」の市場形成に
おける、日清食品の特許
権開放の役割　～ 食品
産業における知財マネジ
メントを活用したオープン
＆クローズ戦略の一事例
～

日本のバイオ・ライフサイ
エンス産業の国際競争力
の特許面からの調査・研
究～iPS細胞関連、再生
医療及び抗ＰＤ－１抗体
の知的財産について～

「知的財産らしきもの」の
体系化と制度化に関する
検討

日常生活の中で行われる
生体センシング技術に関
する一考察

0
尾川雄大/岡村賢吾/阿
濱茂樹/木村友久/佐田
洋一郎

0
妹尾堅一郎/瀬川丈史/
伊澤久美

伊東有道/上原路子/長
谷川博道/春名真徳

0 平塚三好

1A2 1B2 1C2 1D2 1E2 1F2 1G2 1H2 1I2 １J2

村上　恭一 渥美　元幸 山本　英明 木村　友久 鈴木　信也 古澤　陽子 伊澤　久美 香坂　玲 深見　克哉 関藤　駿太朗

青山学院大学大学院　法
学研究科

日本弁理士会著作権委
員会

葛西特許事務所
山口大学国際総合科学
部

株式会社沖データ 東京大学
特定非営利活動法人 産
学連携推進機構

東北大学大学院環境科
学研究科

国立大学法人九州大学,
有体物管理センター

東京理科大学大学院イノ
ベーション研究科

10:20

学研究科 員会 部 学連携推進機構 学研究科 有体物管理センタ ベ ション研究科

著作権法は誰のための何
の法か。

充実したアーカイブ構築
のための法的インセンティ
ブについて

地域ブランドと地域団体
商標

知的財産教育の高次能
力学習への試み-ジグ
ソー法を用いた教育実践
-

米国国際貿易委員会
（USITC）における営業秘
密関連訴訟について

大学における産学連携実
施状況の経年変化に関す
る分析

「冷凍パン生地」の市場形
成における、アンデルセ
ン・グループの特許権開
放の役割 ～ 食品産業に
おける知財マネジメントを
活用したオープン＆クロー
ズ戦略の一事例～

生物模倣技術と注目技術
の特許出願と学術研究の
国際的動向の変化に関す
る考察

生物多様性条約に対応し
た研究材料移転契約定型
化の試み

水ビジネスと知的財産戦
略についての一考察―海
水淡水化用RO膜を中心
に―

戦略 事例

0 0 小宮山聰/小田哲明 阿濱志保里
枝村一磨/高橋真木子/
隅蔵康一

妹尾堅一郎/瀬川丈史/
久保恵美

藤平祥孝/内山愉太 0 平塚三好

1A3 1B3 1C3 1D3 1F3 1G3 1H3 1I3 1J3

楊　倫理 星野　豊 児玉　恵理 世良　清 阿部　紀里子 瀬川　丈史 佐藤　智文 細川　健 鷲塚　尚紀

北京市中銀（深セン）法律
事務所

筑波大学
筑波大学大学院生命環
境科学研究科

三重県立津商業高等学
校

信州大学  学術研究・産
学官連携推進機構

特定非営利活動法人 産
学連携推進機構

知的財産研究会IPLounge 細川健税理士事務所
東京理科大学大学院イノ
ベーション研究科

10:40

「非誠勿擾」事件から見る
中国における商標先願の
効果

図書館の管理する資料に
関する図書館の責任の成
否

地域ブランドの形成―鯖
街道の鯖寿司を例として
―

高校生による伝統的地域
名産品の「商品再開発」と
地域ブランドの創生活動
-知財教育推進のための
課題の整理-

医療現場のニーズの知的
財産的価値に関する一考
察

「冷凍めん」の市場形成に
おける、日清製粉の特許
権開放の役割
～食品産業における知財
マネジメントを活用した
オープン＆クローズ戦略
の一事例

IoT化に伴う協働的価値
形成の進展

法的営業権（のれん）と事
業譲渡の課税要件－
BEPS最終報告書・租税法
上の無形資産の定義が
与える影響－

生体認証技術の近年の
特許動向に関する一考察

妹尾堅 郎 久保恵美 竹内均 大城裕太 沙魚 塚 好 小林和人 阿
星野豊 0 0 0 0

妹尾堅一郎/久保恵美/
伊澤久美/丸島和也

竹内均/大城裕太/沙魚
川久史

0
平塚三好/小林和人/阿
部仁

休憩



場所 1031 1032 1041 1042 1051 1052 1061 1063 1073 1081

座長 吉田　哲 西村　雅子 木村　友久 井手　李咲 阿部　紀里子 伊澤　久美 二又　俊文 鈴木　信也

知財制度論 ブランド デザイン 知財人材育成・知財教育 知財に関する国際問題 知財経営
知財・技術情報の

先端技術・国際標準
その他

知財制度論 ブランド、デザイン 知財人材育成・知財教育 知財に関する国際問題 知財経営
戦略的活用と管理

先端技術・国際標準
（知的財産の新領域）

1A4 1C4 1D4 2E8 1F4 1G4 1H4 1I4

永井　武 有馬　百子 小出　篤史 李　テイ 鍾　亦琳 妹尾　堅一郎 中畑　稔 鈴木　征

法政大学大学院　政策創
造研究科

日本弁理士会農林水産
知財対応委員会

ｔｈｅｔａ研究室 株式会社プロパティ
京都大学大学院医学研
究科

特定非営利活動法人 産
学連携推進機構

日本弁理士会　企業弁理
士知財委員会

東京理科大学専門職大
学院知的財産戦略専攻

特許開放と業界団体主導

11:10

地域イノベーション戦略活
動の課題と評価

農林水産分野におけるブ
ランド保護制度の活用状
況及びその課題

高等学校における学校設
定科目を利用した知財教
育に関する一考察

2016年中国知財現状調
査報告～政策動向、日中
企業交流、DB、CPC

バイオシミラーの特許出
願に関する調査研究

特許開放と業界団体主導
による市場形成の加速化
と主導権の確保～　食品
産業における知財マネジ
メントを活用したオープン
＆クローズ戦略～

ＩｏＴ/ＡＩ技術に関する発明
の特許要件と権利範囲の
解釈

シェアエコノミーの安全担
保に関する考察

原田雅章/小林憲人/馬
場錬成

0 0 早乙女周子
伊澤久美/瀬川丈史/丸
島和也/久保恵美

小林和人/森岡智昭 0
場錬成 島和也/久保恵美
1A5 1C5 1D5 1F5 1G5 1H5 1I5

枝村　一磨 赤川　英毅 谷口　牧子 早乙女　周子 石田　宗弘 森岡　智昭 川上　正隆

科学技術・学術政策研究
所

国立循環器病研究セン
ター

旭川工業高等専門学校 京都大学 東京工業大学大学院
日本弁理士会　企業弁理
士知財委員会

青山学院大学

企業の知的財産活動に関
商標を活用した“かるし

創 バ
公共工事における建材の

デ

11:30

する調査-平成27年度民
間企業の研究活動に関す
る調査より-

商標を活用した かるし
お”認定制度の構築と展
開

知財創出人材の人格的な
権利について

米国バイオベンチャーの
特許出願の調査研究

公共工事における建材の
知財戦略：トンネルセグメ
ント建材製品での考察

IoT時代における知財戦
略のあり方

パーソナルデータの管理
性についての検討

隅蔵康一/古澤陽子
巽英介/樋口堅太/上澤
敦子/平野和保/西井和
信/妙中義之

0 0 橋本正洋 小林和人/中畑稔 0

先端技術・国際標準

1A6 1C6 1D6 1F6 1H6 1I6

黒住　智彦 吉岡（小林）　徹 岡田　廣司 福井　博喜 田中　芳夫 松下　正

日本弁理士会ＡＤＲ推進
機構

東京大学大学院工学系
研究科

東京福祉大学
金沢工業大学大学院知
的創造システム専攻

東京理科大学大学院 イノ
ベーション研究科

日本弁理士会技術標準
委員会

食品製造業における特
許 意匠 商標のマネジメ

11:50

ＡＤＲの普及に向けた課
題-実態調査を踏まえて-

許、意匠、商標のマネジメ
ントと企業パフォーマン
ス：新商品・新技術の積極
的展開と一商品のブラン
ド化の間で

知財教育がもたらした授
産製品ブランド化による福
祉事業の活性化

アカデミア創薬における特
許取得と研究発表のジレ
ンマ

Open Innovation2.0に見る
創造プロセスの変容

ノウハウ保護と国際標準
化

藤居俊介 宮ノ下智史/金間大介 世良清/陳愛華 高橋真木子 沙魚川久史 0

12:10


