
日本知財学会第１５回年次学術研究発表会　　一般発表（発表者、発表者所属、テーマ、連名発表者）
２０１７年１２月２日（土）　
場所 A409 A410 A411 A412 A413 A405 A404 A403 A402
座長 鈴木　睦昭 安田　和史 石埜　正穂 金間　大介 吉田　悦子 西尾　好司 香坂　玲 村川　一雄

知財制度論
著作権・

コンテンツマネジメント
その他

（知的財産の新領域）
ブランド・デザイン 知財人財育成・知財教育 知財経営 先端技術・国際標準

知財・技術情報の
戦略的活用と管理

1A1 1B1 1C1 1E1 1F1 1G1 1H1
川澄 みゆり 村上 恭 神野 将志 川上 正隆 古澤 陽子 越智 豊 開本 亮

10:00
川澄　みゆり 村上　恭一 神野　将志 川上　正隆 古澤　陽子 越智　豊 開本　亮

東京医科歯科大学 産学
連携研究センター

青山学院大学大学院　法
学研究科

東京大学先端科学技術
研究センター

青山学院大学大学院 東京大学
日本弁理士会ライフサイ
エンス委員会

神戸大学

利益相反マネジメント基
準の必要性

応用美術と著作権
記載要件についての判断
～抗HIV剤の特許事件か
ら～

知財人材育成のパラダイ
ムシフト

大学における研究支援人
材が産学連携に与える影
響

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及
び研究

国際特許分類を付与した
学術論文の産学連携へ
の応用-サブクラス分析-

び研究

飯田香緒里 0 0 0
枝村一磨、高橋真木子、
隅藏康一

春名真徳、腰本裕之、小
林元悟

福島芳隆、難波英嗣

1A2 1B2 1C2 1D2 1E2 1F2 1G2 1H2
飯田　香緒里 関　真也 野津　喬 Guillermo Wong Mendez 細谷　弘文 久保　雅裕 内山　愉太 福島　芳隆

東京医科歯科大学 産学
連携研究センター

TMI総合法律事務所 実践女子大学
大阪工業大学大学院知
的財産研究科/JICA

UDトラックス株式会社 ボ
ルボグループ

日本弁理士会　知的財産
経営センター 第２事業部

東北大学大学院環境科
学研究科

神戸大学

10:20

連携研究センタ 的財産研究科/JICA ルボグル プ 経営センタ 　第２事業部 学研究科

研究者のための利益相反
管理教育プログラム

応用美術の保護について
～著作権法と特許法の境
界線を探る～

生存時間分析による植物
新品種の商品寿命に関す
る実証分析

USE OF GEOGRAPHICAL
INDICATIONS TO
PROMOTE MEXICO AND
JAPAN TRADE, AN
EMPIRICAL STUDY

知財部門の役割、人材に
ついて～第四次産業革命
を視野に入れて

ノウハウの価値評価要素
と評価手法について

企業関係者の生物模倣
技術に対する認識と国際
的な特許動向との比較に
関する一考察

国際特許分類を付与した
学術論文の産学連携へ
の応用-京大・阪大・神大
の論文分析結果-

川澄みゆり 0 0 0 北村光司 香坂玲 藤平祥孝 開本亮 難波英嗣川澄みゆり 0 0 0 北村光司 香坂玲、藤平祥孝 開本亮、難波英嗣
1A3 1C3 1D3 1E3 1F3 1G3 1H3
吉田　哲 中本　龍市 有馬　百子 世良　清 北村　光司 加藤　大暁 大塚　裕一
奈良先端科学技術大学
院大学

椙山女学園大学
日本弁理士会農林水産
知財対応委員会

三重県立津商業高等学
校

Seiju国際知財事務所 知的財産研究会IPLounge
国立大学法人山口大学
大学院技術経営研究科

特許審査における進歩性
主張の日米相違日本的な
「阻害要因」の主張が米

顧客と知識の効果：特許・
法律事務所の組織レベル

地理的表示活用による農
水産物のブランド化の現

日本の知財教育の１０年
収束評価技法による知財
の棚卸と発散評価技法に

人工知能のビジネス応用
プロセスにおける考察～
プ 体

Fターム分類を活用した新
規発明創出手法に関する

10:40

「阻害要因」の主張が米
国審査で認められない理
由について

法律事務所の組織レベル
の実証研究

水産物のブランド化の現
状と課題

史
の棚卸と発散評価技法に
よる知財の活用

プロセスの体系化と知識
の属人化

規発明創出手法に関する
研究

柘植聡人、久保浩三 0 0 0
寺地洋之、宮脇一、下出
一、西脇美奈子、都築泉

沙魚川久史 高橋雅和

休憩



場所 A409 A410 A411 A412 A413 A405 A404 A403 A402
座長 飯田　香緒里 関　真也 隅蔵　康一 西村　雅子 松岡　守 北村　光司 金田　智之 吉田　哲

知財に関する国際問題

1A4 1B4 1C4 1D4 1E4 1F4 1G4 1H411:10
石埜　正穂 鈴木　信也 香坂　玲 赤川　英毅 妹尾　堅一郎 西尾　好司 赤間　愛理 野中　尋史
日本弁理士会バイオ・ライ
フサイエンス委員会

FRAND研究会
東北大学大学院 環境科
学研究科

国立循環器病研究セン
ター

特定非営利活動法人 産
学連携推進機構

日本工業大学/（株）富士
通総研

東北大学大学院経済学
研究科

長岡技術科学大学情報・
経営システム工学専攻

医薬用途発明に係る適応
外処方及び用途特許侵
害の実態について

EU著作権法に関する考
察～EUにおけるリンク規
制とリンク税～

研究動向から見るABS(遺
伝資源へのアクセスと利
益配分)の状況と地域的
偏在性：テキストマイニン
グを用いた解析

商標を活用した“かるし
お”認定制度の展開と経
済的波及

知財人財育成の歩みと今
後の方向性～その基本コ
ンセプトとフレームワーク
に関する考察～

オープンイノベーションの
場としての産学共同研究
に関する研究

集積型技術を用いる製品
の開発における特許網の
構築キヤノンのインク
ジェットの事例から

特許ネットワークからのコ
ミュニティ抽出と応用

グを用いた解析
に関する考察 ジェットの事例から

志村将、佃誠玄、溝口正
信、山中生太、吉田尚美

0 松岡光、内山愉太
樋口堅太、上澤敦子、平
野和保、表順子、巽英介

0 福嶋路 堀野洋希、中井堅誠

1A5 1B5 1C5 1D5 1F5 1G5 1H5
桝田　祥子 安田　和史 鈴木　睦昭 齋藤　崇 佐野　哲 関　孝則 村川　一雄
東京大学先端科学技術
研究センター

株式会社スズキアンドア
ソシエイツ

国立遺伝学研究所
日本大学大学院法学研
究科博士後期課程

公益財団法人静岡県産
業振興財団

東京理科大学イノベー
ション研究科

大阪工業大学　大学院
知的財産研究科

11:30

医薬品産業における特許
権の存続期間延長登録
出願制度の現状と課題

インターネット上のリンク
にかかる著作権法あるい
は商標法上の侵害行為に
ついて

生物多様性条約と名古屋
議定書書を巡る海外遺伝
資源に関する課題

商標の機能に関する一考
察

経営革新計画承認企業に
おける知財活動の付加価
値額に与える影響

デジタルトランスフォー
メーションによる機能性の
拡張と価値の形成－産業
データの視点から－

特許請求項の構造と特許
の信頼性に関する検討

0 0 0
沙魚川久史、竹内均、佐
藤智文

0
藤智文

学生発表

1C6 1D6 1E6 1F6 1G6
細川　愛美 胡　勇 稲穂　健市 渡辺　肇 佐藤　智文
青山学院大学法学研究
科知財プログラム

筑波大学大学院修了 東北大学 東京工業大学大学院 知的財産研究会IPLounge

11:50

ドイツにおけるAIDS-
Medikamenteに対する強
制実施権の仮処分命令に
関する考察

中国における商標悪意出
願に対する救済手段

知財関連人材拡大に有効
な知財啓蒙手法に関する
考察

個人情報に関するセキュ
リティインシデントの研究

デジタルトランスフォー
メーションによる機能性の
拡張と価値の形成－消費
者データの視点から－

0 星野豊 0 橋本正洋
竹内均、沙魚川久史、関
孝則

12:1012:10


