
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１１月３０日（土）　

※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 諏訪野　大 清水　利明 近藤　正幸 藤野　仁三 世良　清 楊 林凱 山本　貴史 片岡　敏光 橋本　正洋 隅蔵　康一

知財制度論
著作権・

知財に関する国際問題 先端技術・国際標準 知財人材育成・知財教育
知財会計・

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 先端技術・国際標準 知財人材育成・知財教育
評価と経営問題

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

1A1 1B1 1C1 1D1 1E1 1F1 1G1 1H1 1I1 1J1

村上　恭一 田中　康之 土屋　雄大 茂木　裕美 谷川　英和 高橋　誠 新村　和久 安彦　元 石川　信一 山本　結子

青山学院大学大学院　法学研究 青山学院大学ビジネスロー・セン 青山学院大学法学研究科 青山学院大学法学部ビジネスロー ＩＲＤ国際特許事務所 金沢工業大学知的創造・経営研究 公益財団法人がん研究会がん研 ミノル国際特許事務所 株式会社クリール 日本大学専門職大学院知的財産

9:50

科 ター センター 所 究所 研究科

公益と私益の利益衡量としての著
作権法

海外展開におけるコンテンツの価
値評価

環境問題と知的財産のインター
チェンジ　－ABS政策を主軸に－

模倣品対策の国際標準化と国際
調和の制度設計

発明を通じて技術者等に技術教育
を行い、新規事業を産む発明塾
“T-Method発明塾”

金融機関・投資家等の投融資判断
への企業の特許状況の反映

アカデミア発創薬におけるライセン
ス情報の回顧的分析に基づく知的
財産戦略策定の試み

Technology Size（特許の広さ指数）
によるテクニカルイノベーションの
計量化

ネーミングによるブランド創生と国
際競争力の向上

地球温暖化対策としてのCO2排出
削減技術開発に対する「ポーター
仮説」適用の妥当性について

0 0 0 0 0 加藤浩一郎 0 安高史朗、渡邊績央 0 光田賢

1A2 1B2 1C2 1D2 1E2 1F2 1G2 1I2 １J210:10

北田　透 鈴木　香織 鈴木　睦昭 田中　芳夫 金間　大介 飯塚　雄基 福澤　尚美 小榑　信夫 郁　晨

国土交通省都市局都市政策課 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）

国立遺伝学研究所 東京理科大学大学院、青山学院
大学大学院

北海道情報大学 早稲田大学大学院商学研究科 文部科学省　科学技術・学術政策
研究所

株式会社プロパティ 日本大学大学院知的財産研究科

特許料が特許の現存率，特許製 応用美術の保護と著作物性に関 遺伝資源のアクセスと利益配分に スマートシティに見る都市の新たな 外的報酬とイノベーションの成果の 知的財産の会計と活用に関する一 「民間企業の研究活動に関する調 創生したブランドの保護と維持管 中国の「山寨品」にみる模倣と創造
品の産出及び特許取得件数にもた
らす影響に関する計量経済分析

する考察 関する名古屋議定書の国内措置
に関する考察

機能と価値～サービス視点の一考
察

関係 考察
－特許権の監査に関連して－

査報告2012」からみる他組織との
連携状況

理

0 0 0 沙魚川久史 西川浩平 0 隅藏康一、枝村一磨、古澤陽子 0 光田賢

1A3 1C3 1D3 1E3 1F3 1G3 1H3 1I3 1J3

井手　李咲 野村　恭二 沙魚川　久史 村松　浩幸 寺地　洋之 早乙女　周子 安彦　元 阿河　正明 大野　真太郎

青山学院大学 ランゲージアイ 東京理科大学 イノベーション研究
科 技術経営専攻

信州大学教育学部 大阪工業大学工学部建築学科 京都大学 ミノル国際特許事務所 新電元工業株式会社 日本大学大学院知的財産研究科

10:30

科 技術経営専攻

地理的表示の制度設計に関する
一考察

特許明細書翻訳における諸問題と
その対策

サービス価値共創に伴う支援技術
の変化と知財マネジメントに関する
一考察

小・中・高を通した知財教育体系化
のための目標リストの提案

知財の強み・弱みと顧客ターゲット
の組み合わせに着目した知財評価
発散技法に関する考察

米国バイオベンチャーの特許ポー
トフォリオに関する調査研究

エレクトロニクス関連技術における
特許の質の世界比較
－Technology Size（特許の広さ指
数）を用いた定量分析－

登録商標の棚卸によるブランド戦
略の見直し

営業秘密と人的管理

0 0 小川延浩、妹尾堅一郎 片桐昌直、松岡守、世良清 宮脇一、末田京、北村光司、下出
一、西脇美奈子、都築泉

中屋百合恵、阿部誠二 安高史朗、渡邊績央 宮澤亘 0

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

枝村　一磨 古谷　真帆 飯村　重樹 山口　佳和 永井　武 菅原　岳人 西村　陽一郎 中西　崇文 遠藤　慧

文部科学省科学技術･学術政策研
究所

東京大学政策ビジョン研究セン
ター

日本弁理士会　技術標準委員会 千葉工業大学社会システム科学
部経営情報科学科

アドバンストビジネス株式会社 東京大学　産学連携本部 神奈川大学　経済学部 独立行政法人 情報通信研究機構 日本大学大学院知的財産研究科

10:50

企業の知的財産活動に関する調
査 -平成24年度民間企業の研究
活動に関する調査より-

グレースピリオドとイノベーションの
促進

標準と特許権とを活用した知財戦
略

文理融合型の大学学部における
知的財産権授業の効果の分析

知財系ベンチャーと育成投資マ
ネーについて

共同研究は大学発ベンチャーの成
長を助けるのか：東京大学関連ベ
ンチャー企業の分析

知的財産権と資金調達優位性との
関係性分析

着目点を推薦する特許検索システ
ム

出願公開制度の在り方に関する一
考察

隅藏康 福澤尚美 古澤陽子 Gil i Willi 0 0 0 0 0 内元清貴 荒木晃司 木俵豊 加藤浩隅藏康一、福澤尚美、古澤陽子 Giltinan　William 0 0 0 0 0 内元清貴、荒木晃司、木俵豊 加藤浩

休憩



場所 17601 17511 17510 17503 17506 17406 17407 17512 17402 17404

座長 中島　淳 鈴木　香織 三村　淳一 鈴木　睦昭 村松　浩幸 西村　陽一郎 早乙女　周子 安彦　元 杉光　一成 田中　康之

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 先端技術・国際標準 知財人材育成・知財教育

知財会計・
評価と経営問題

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

1A5 1B5 1C5 1D5 1E5 1F5 1G5 1H5 1I5 1J511:20 1A5 1B5 1C5 1D5 1E5 1F5 1G5 1H5 1I5 1J5

諏訪野　大 岡崎　潤 渡部　俊也 小林　和人 吉田　悦子 鮫島　正洋 八神　寿徳 渡辺　俊規 細川　健 六條　美奈子

近畿大学 コンテンツ・マネジメント研究会 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

大阪大学知的財産センター 弁護士法人内田・鮫島法律事務所 国立大学法人三重大学 (有)アイ・アール・ディー、ＩＲＤ国際
特許事務所

明治大学大学院グローバル・ビジ
ネス研究科

東京理科大学専門職大学院イノ
ベーション研究科知的財産戦略専
攻

11:20

攻
テレビ番組フォーマットの動向 知的財産権法の法解釈における

立法者意思の検討
政府系知的財産ファンドの役割:各
国における動向と課題

情報通信分野における標準必須
特許とパテントプールの動向の分
析

大学における理工系知的財産教
育とモデルカリキュラムの開発

技術のコモディティ化と取り得る事
業戦略・知財活動の変化について
の一考察

品種登録および商標登録に基づい
た大学ブランド商品の分析　－酒
類を事例として－

特許明細書の言語的観点および
法的観点での機械的なチェック方
法

移転価格税制における残余利益
分割法の意義と役割　－利益分割
指標としての無形資産の実務的検
討－

商品と広告との経験価値比較
～スマートハウス普及に向けて～

0 0 0 堀口浩 大和田昭彦 青木大也 尾崎淳史 錦織憲治 溝田宗司 狩野幹人 辻誠三 谷川英和 0 鈴木公明0 0 0 堀口浩、大和田昭彦 青木大也、尾崎淳史、錦織憲治、
青江秀史

溝田宗司 狩野幹人、辻誠三 谷川英和 0 鈴木公明

1A6 1B6 1C6 1D6 1E6 1F6 1G6 1H6 1J611:40

加藤　浩 清水　利明 上野　裕子 森田　裕 阿濱　志保里 中山　俊彦 前田　裕司 増満　光 山田　恵

日本大学大学院 一般財団法人比較法研究センター 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティ
ング(株)

協和特許法律事務所 山口大学 日本弁理士会知的財産価値評価
推進センター

大阪大学・大型教育研究プロジェ
クト支援室

(有)アイ・アール・ディー、ＩＲＤ国際
特許事務所

東京理科大学　イノベーション研究
科　知的財産戦略専攻

遺伝子特許を否定した米国最高裁
判決への 考察

日本版フェアユース規定導入議論
の再検討

日独機械工業における模倣品被
害と対策実施状況の比較研究

バイオ・ライフサイエンス分野にお
ける大学からの発明の特許化の現

高等教育一般教養科目における
知的財産教育の試み ワ クシ

中小企業の資金調達場面におけ
る知財プレゼンテ シ ンのあり方

大学知財・産学連携を考える 特許調査結果の品質評価手法の
提案とその検証

3Dプリンタ普及によるデメリットへ
の知的財産からのアプロ チ判決への一考察 の再検討

〜 平成24年改正の経緯と今後の
展望・課題 〜

害と対策実施状況の比較研究 ける大学からの発明の特許化の現
状

知的財産教育の試み－ワークシー
トを用いたアクティブラーニングの
取り組み－

る知財プレゼンテーションのあり方 提案とその検証 の知的財産からのアプローチ

0 0 0 金丸清隆、梅田慎介、井上慎一 木村友久、李鎔璟 0 0 谷川英和、東明洋、三木義則、中
村由紀子、酒井美里

鈴木公明
村由紀子、酒井美里

1A7 1C7 1D7 1E7 1F7 1G7 1H7 1I7 1J712:00

川下　英盛 近藤　正幸 澤田　孝之 出口　祥啓 平野　隆之 原田　隆 馬場　光明 岡本　義則 橋本　一輝

大昭和精機株式会社　知的財産
管理部

横浜国立大学大学院 弁理士会　企業弁理士知財委員
会

徳島大学 日本弁理士会 知財経営コンサル
ティング委員会

福井大学 株式会社プロパティ 日本弁理士会　ＡＤＲ推進機構 東京理科大学大学院

職務発明の帰属と承継の合理的
な定め

日本企業のタイへの知財出願及び
タイにおける知財創出

創薬分野におけるパテントプール
の現状と将来可能性

パテントコンテストを活用した創造
力創出教育と地域企業ニ ズへの

知財経営診断マトリックスについて
知財経営視点からクライアントを

リサーチアドミニストレーションの心
理的側面

多国籍時代の特許の価値評価に
関する考察

知的財産に関するＡＤＲの利用促
進

部分意匠の類否判断における学
説と判決との乖離の原因解明な定め タイにおける知財創出 の現状と将来可能性 力創出教育と地域企業ニーズへの

反映
－知財経営視点からクライアントを
支援していくためのツール－

理的側面
～専門職としてのＵＲＡの果たすべ
き責任と職業倫理確立の必要性を
中心に～

関する考察 進 説と判決との乖離の原因解明

0 0 新村和久 永井隆 森本恵美 古川英光 吉田岳人 橋本虎之助 0 0 0 鈴木公明0 0 新村和久、永井隆 森本恵美、古川英光、吉田岳人、
島田章伸、井上久鯉子

橋本虎之助 0 0 0 鈴木公明

1B8 1C8 1E8 1H8 1I8 1J812:20

平木　康男 越智　豊 久保山　隆 東野　博文 中嶋　和昭 鈴木　康平

日本弁理士会　著作権委員会 日本弁理士会ライフサイエンス委
員会

日本弁理士会　知的財産支援セン
ター

弁理士 日本弁理士会 筑波大学大学院図書館情報メディ
ア研究科博士前期課程

地域キ ラクタ の活用とその課 日本のバイオ ライフサイエンス産 デザインパテント ンテストと知的 超電導材料の特許ポ トフォリオ 地理的表示の保護制度について ブランド構築支援のための意匠法地域キャラクターの活用とその課
題
～コンテンツマネージメントの観点
から～

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細胞関連の知的
財産の検討及びiPS細胞から再生
医療への知的財産について～

デザインパテントコンテストと知的
財産教育に関する考察

超電導材料の特許ポートフォリオ 地理的表示の保護制度について ブランド構築支援のための意匠法
の制度設計

0 大平和幸、黒崎文枝、井上恵雄 関昌充、三宅康雅 0 0 0


