
１１月２８日（日）　一般発表スケジュール

Ａ会場 Ｂ会場 Ｃ会場
座長 吉岡　徹 木村友久 関　真也

知財経営 知財人材育成、知財教育 著作権、コンテンツマネジメント

2A1 2B1 2C1

González Guerrero Alejandra 稲穂　健市 富樫　愛弓

大阪工業大学　大学院知的財産研究科 東北大学 金沢工業大学大学院

How to improve Technology Transfer in Mexican
Universities

高専の知財授業における事例紹介の有効性について
著作権法上の著作物の定義である「創作的に」に関する
考察

2A2 2B2 2C2

Ortiz Guzman Alexandra 大塚　裕一 井本　嵩

大阪工業大学　大学院知的財産研究科 （独）工業所有権情報・研修館　知財人材部 金沢工業大学大学院イノベーションマネジメント研究科

Intellectual Property Management in Mexican and
Japanese SMEs

専門高校及び高等専門学校における知財学習の取組に
関するコロナ禍の影響分析、及び、将来像の考察

職務著作要件の再解釈

0 満丸浩 0

2A3 2B3 2C3

乾　利之 成島　和男 星野　豊

ＩＰＮＪ国際特許事務所 宇部工業高等専門学校　電気工学科 筑波大学人文社会系

知財情報開示の効果に関する一考察～ＥＳＧ投資やコー
ポレートガバナンス・コードへの対応～

高等専門学校における卒業研究と知財教育の融合の試
み

論文盗用調査における大学の注意義務の範囲

0 岡本昌幸 0

2B4 2C4

世良　清 山藤　裕

名古屋文理大学 金沢工業大学虎ノ門大学院

私立学校の建学・立学の精神と知財教育
パロディーは著作権法３２条１項で許容されるか？「公正
な慣行」「正当な範囲内」からの一考察

0 0

休憩

座長 伊澤久美 世良　清 関　真也

2A5 2B5 2C5

妹尾　堅一郎 岡田　廣司 齋藤　理央

産学連携推進機構 東京福祉大学 I2練馬斉藤法律事務所

コーポレートガバナンス・コードにおける知財マネジメント
の意味

社会福祉における知財人材教育の一環として介護職員の
負荷軽減を図る介護機器の開発とその普及に向けた考察

著作権と表現の自由の関係

伊澤久美、宮本聡治 世良清、陳愛華 0

2A6 2B6 2C6

光永　均 上野　翼 松田　真

産学連携推進機構 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社 日本弁理士会著作権委員会

“代替食品”の制度的対応 知財創造教育を構成するフレームワークに関する一考察 Withコロナとライブイベント

妹尾堅一郎、伊澤久美、宮本聡治 0 高橋信吾

2A7 2B7

藤井　俊平 栁瀬　啓史

産学連携推進機構 高知市立介良小学校

“加熱式たばこ”におけるビジネスモデルと知財マネジメン
ト

｢知財創造教育｣を小学校現場に普及・浸透させるために
Ⅶ～｢知財創造教育｣の役割と可能性～

妹尾堅一郎、伊澤久美、宮本聡治 0

2A8 2B8

岩井　綾子 木村　友久

産学連携推進機構 帝京大学共通教育センター

株式会社豊田自動織機のフォークリフトにおける「本体・付
属品」のビジネスモデルと知財マネジメント 価値デザインを担保する知財人材育成の構築

妹尾堅一郎、伊澤久美、宮本聡治 0

休憩
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Ａ会場 Ｂ会場 Ｃ会場
座長 妹尾堅一郎 加藤　浩 枝村一磨

知財経営 知財人材育成、知財教育 知財の実証分析

2A9 2C9

伊澤　久美 野呂　高樹

産学連携推進機構 公益財団法人未来工学研究所

サーキュラーエコノミー時代のビジネスモデルと知財マネ
ジメント～循環経済社会形成に向けた知財に関する俯瞰
的考察～

イノベーションパフォーマンスの尺度としての特許に関する
一考察－EUにおけるクリーンエネルギーに関する検討を
主な事例に－

妹尾堅一郎、宮本聡治、高橋佑介、田中健太郎、友滝勇
気

0

2A10 2B10 2C10

友滝　勇気 小林　邦彦 山形　直也

産学連携推進機構 総合地球環境学研究所 次世代知財活用検討会

“衣のサーキュラーエコノミー”における知財マネジメント～
循環経済化における論点群を整理する～

国境を越えた技術移転に向けたURA・産学官連携コーディ
ネーターの役割

自作の深層学習AIプログラミングを用いた規格書と特許
公報との類似性検討についての考察

妹尾堅一郎、伊澤久美、宮本聡治 内山愉太 0

その他（知的財産の新領域）

2A11 2B11 2C11

飯野　亨 松原　幸夫 金間　大介

産学連携推進機構 （元九州大学） 金沢大学

旭化成の電子コンパス事業におけるビジネスモデルと知
財マネジメント

形式知と暗黙知から見たものづくりの変遷：第二報ファスト
版～暗黙知とTRIZのWin-Winな関係～

オープン・イノベーションの成果に対するCOVID-19の影響
に関する実証研究

妹尾堅一郎、伊澤久美、宮本聡治 0 0

2A12 2B12 2C12

伊藤　伸 川原　英昭 平井　祐理

東京農工大学大学院工学府産業技術専攻 川原特許事務所 文部科学省科学技術・学術政策研究所

大学発ベンチャーと連携大学に関するマルチレベル分析 見やすい読替準用条文の提供 新型コロナウイルス接触確認アプリの利用に関する研究

渡部俊也 0 渡部俊也

休憩

座長 隅藏康一 加藤　浩 枝村一磨

学生発表 知財制度論

2A13 2B13 2C13（インテンシブ）

島　健人 筆宝　幹夫 開本　亮

愛知工業大学大学院　経営情報科学研究科 日本弁理士会特許委員会 大阪工業大学

機械学習を用いた明瞭な特許出願書類の考察
各国の特許制度の比較に基づき日本の制度改正・改良へ
向けて検討すべき事項

論文軸・特許軸・科研費軸による大学論文の分析と戦略
的産学連携

後藤時政、福澤和久、羽田裕、野中尋史 0 難波英嗣

2A14 2B14

神宅　浩暉 靏岡　聡史

大阪工業大学　大学院 知的財産研究科 慶応義塾大学

AI等の限定提供データに関する不正競争防止法の改正に
ついて

近代日本の知財保護に対する認識―日独通商航海条約
の締結からパリ、ベルヌ両条約加盟までの議会とマス・メ
ディア―

村川一雄 0

その他（知的財産の新領域）

2A15 2B15 2C15

栫　隼斗 加藤　直規 綾木　健一郎

大阪工業大学　大学院 知的財産研究科 個人（知的財産研究家） 特許業務法人磯野国際特許商標事務所

新型コロナワクチンの特許問題についての考察
秘密特許制度化の課題－米国裁判例に見る私企業の「損
失」と補償の実態－

特許の審査経過と特許品質との関係の考察

村川 一雄、長谷川光一 0 0

2A16 2B16 2C16

野津　駿太 森　哲也 川上　成年

大阪工業大学　大学院 知的財産研究科 特許業務法人日栄国際特許事務所 株式会社知財デザイン

機械的な画像加工の同一性保持権侵害該当性 反知的独占論の検討 テキストマイニングを使用した新規事業の探索について

松井章浩 0 0
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