
１２月８日（日）　一般発表スケジュール 日本知財学会　第１７回年次学術研究発表会

場所 Ｈ１１７ Ｈ１１１ Ｈ１１６ Ｈ１１８ Ｈ１１９Ａ
座長 隅藏　康一 宮本　聡治 吉岡（小林）徹 早乙女　周子 陳　愛華

知財経営 知財経営 知財の実証分析 先端技術国際標準 知財人財育成、知財教育

2B1 2C1（インテンシブ） 2E1
小泉　太一 河合　毅治 成島　和男

特定非営利活動法人産学連携
推進機構

東北大学大学院　工学研究科
技術社会システム専攻

宇部工業高等専門学校電気工
学科

林原「イソマルトデキストリン事
業」のビジネスモデルと知財マ
ネジメント

産業細分類レベルでの研究開
発成果の収益発生期間の分野
間比較

高等専門学校の一研究室にお
ける知財教育ー学生の知財制
度先行調査への試みー

妹尾堅一郎、伊澤久美、横田俊
一

石田修一 0

2A2 2B2 2D2 2E2

野津　喬 白石　拓也 鈴木　睦昭 谷口　牧子

実践女子大学
特定非営利活動法人産学連携
推進機構

国立遺伝学研究所 旭川工業高等専門学校

植物品種開発における産学官
連携の実態と成立要件に関する
分析

ペプチドリーム(株)のビジネスモ
デルと知財マネジメント ～プラッ
トフォーム論からの一考察～

デジタル配列情報(DSI)をめぐる
国際的な議論-生物多様性締約
国会議を中心に-

学生が自ら学ぶ知財学習

0 妹尾堅一郎、伊澤久美 0 0

2A3 2B3 2C3 2D3 2E3
伊藤　伸 伊澤　久美 枝村　一磨 地引　貴晴 吉田　拓也

東京農工大学大学院工学府産
業技術専攻

特定非営利活動法人産学連携
推進機構

神奈川大学 東京工業大学 四天王寺学園高等学校・中学校

大学における研究拠点の形成と
産学共同研究の関係

オランダVanderlandeのビジネス
モデルと知財マネジメント～巨
大物流システム産業に関する一
考察～

研究者の流動性と企業の特許
出願行動

ヒトマイクロバイオーム関連技術
の標準化と産業化の考察

知財教育の学習過程で生じた
模倣と創造の省察

渡部俊也 妹尾堅一郎、宮本聡治 0 仙石慎太郎、児玉耕太 0

2A4 2B4 2C4 2D4 2E4
仙石　慎太郎 中井　裕章 長根　裕美 狩野　幹人 世良　清

東京工業大学
特定非営利活動法人産学連携
推進機構

千葉大学社会科学研究院
三重大学 地域イノベーション推
進機構

三重県立津商業高等学校

産学公連携コンソーシアムと知
財戦略：プロジェクト構造からの
考察

カゴメ(株)の飲料事業における
ビジネスモデルと知財マネジメ
ント

高被引用特許の引用関係の分
析

中小規模総合大学における濃
淡管理に基づいたABS対応

学習指導要領と知財教育

宮下修人、安西智宏 妹尾堅一郎、伊澤久美 菅井内音、隅蔵康一、牧兼充 三橋一郎、小玉一徳、鈴木睦昭 0

2A5 2B5 2C5 2E5
隅藏　康一 野口　貴史 エンゲル　アラン 上野　翼

政策研究大学院大学
特定非営利活動法人産学連携
推進機構

テイ・テイ・クロスローズ
三菱UFJリサーチ&コンサルティ
ング株式会社

橋渡し研究における特許出願

北海道日油㈱の凍結防止剤・散
布装置事業のビジネスモデルと
知財マネジメント～「本体・消耗
品モデル」を軸とした社会実装
に関する一考察～

意匠寿命の実証分析に関する
登録者件数範囲グループの基
礎特徴

学校教育における知財教育の
在り方～複数の科目における教
材および実践例を通じた考察～

岩城洋子、伊藤裕子、黒河昭雄 妹尾堅一郎、伊澤久美 0 0

休憩
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１２月８日（日）　一般発表スケジュール 日本知財学会　第１７回年次学術研究発表会

場所 Ｈ１１７ Ｈ１１１ Ｈ１１６ Ｈ１１８ Ｈ１１９Ａ

座長 伊藤　伸 伊澤　久美 枝村　一磨 村川　一雄 今村　哲也

知財経営 知財経営 知財の実証分析 先端技術国際標準 著作権、コンテンツマネジメント

2A6 2B6（インテンシブ） 2C6 2D6 2E6
石橋　史朗 妹尾　堅一郎 野崎　篤志 南野　研人 鈴木　香織

会津大学
特定非営利活動法人産学連携
推進機構

株式会社イーパテント
日本弁理士会バイオ・ライフサイ
エンス委員会

スズキアンドアソシエイツ

ＡＩ関連特許に関する大学にお
ける知財管理についての考察

「オープン＆クローズ」とは何
か？～　Ｎ×１×Ｎ構造の形成
戦略に関する概念群を整理する
～

業界・業種において特許出願構
造・特許価値が業績へ与える影
響に関する定量的検証

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

包装容器デザインと著作権

0 伊澤久美 0
越智豊、腰本裕之、小原淳史、
笹倉真奈美

0

2A7 2C7 2D7 2E7
山本　晋也 福澤　和久 市川　ルミ 蘇　笑白

山口大学大学院 愛知工業大学
日本弁理士会　技術標準委員
会

日本大学法学部法学研究科

大学の知財戦略に関する考察
事業性評価手法の拡張を目指
した経営データ基盤設計

弁理士による中小企業に対する
知財・標準化支援

人工知能と著作権の帰属問題
に関する考察

0 後藤時政、羽田裕、野中尋史 0 0

2A8 2B8 2C8 2D8 2E8
井上　真由美 森川　輝生 福島　芳隆 野呂　高樹 村上　裕之

学校法人大正大学
特定非営利活動法人産学連携
推進機構

福島綜合特許事務所 公益財団法人未来工学研究所 日本国際映画著作権協会

人文社会系私立大学における
研究支援専門人材の配置と科
研費採択

三浦工業(株)の新規事業におけ
るビジネスモデルと知財マネジ
メント～サイバーフィジカルシス
テム実践戦略に関する一考察
～

国際特許分類を付与した学術論
文の産学連携への応用(5)
--学術論文の3次元分析（JST
軸・IPC軸・時間軸）--

オープンサイエンスと知財に関
する一考察－EUにおける現行
のHorizon 2020および次期の
Horizon Europeにおける検討状
況を例に－

犯罪対策閣僚会議の「インター
ネット上の海賊版サイトに 対す
る緊急対策」決定後の違法サイ
トの動向に関して

伊藤伸 妹尾堅一郎、伊澤久美 開本亮、難波英嗣 0 0

2A9 2B9 2C9 2D9 2E9
佐々木　健一 杉山　沙希 開本　亮 和泉　章 前原　久美

関西医科大学　産学連携知的
財産統括室

特定非営利活動法人産学連携
推進機構

公益財団法人 京都高度技術研
究所

一橋大学イノベーション研究セ
ンター

日本弁理士会著作権委員会

特許が取得できない試験研究で
の外部資金獲得～臨床試験系
クラウドファンディングの挑戦～

カシオ計算機(株)時計事業のビ
ジネスモデルと知財マネジメント
～時計産業の生態系の進化に
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(6)
-- 3次元分析による学術論文の
発表時期と内容の確率予測--

ISO（国際標準化機構）における
特許声明書の提出動向と国際
標準化活動全体に占めるインパ
クトについての考察

ロケ撮影を円滑化するためのコ
ンテンツマネジメントと著作権

里井壯平、岡田一充、塩島一朗 妹尾堅一郎、伊澤久美、行本顕 福島芳隆、難波英嗣 0 0

休憩

座長 野津　喬 妹尾　堅一郎 内田　剛 和泉　章

知財制度論

2A10 2B10 2C10（インテンシブ） 2D10
早乙女　周子 宮本　聡治 平山　賢太郎 村川　一雄

京都大学
特定非営利活動法人産学連携
推進機構

九州大学法学部・平山法律事務
所

大阪工業大学

米国バイオベンチャーの特許出
願に関する調査研究

(株)悠心のビジネスモデルと知
財マネジメント～本体・消耗品モ
デルに関する一考察～

知的財産権行使に対する独占
禁止法による対抗

IoT時代における企業が保有す
る知的財産と標準規格との協調
とその活用

0
妹尾堅一郎、伊澤久美、中井裕
章、小泉太一

0 0

2A11 2B11 2D11
丸山　裕貴 木下　量平 谷治　和文

東京大学　未来ビジョン研究セ
ンター

旭化成
新エネルギー・産業技術総合開
発機構（NEDO）

東大発ベンチャーと本郷エリア
を中心としたイノベーション・ディ
ストリクトに関する研究

医薬品併用療法のビジネスモデ
ルと知財マネジメント～脱古典
モデルに関する一考察～

NEDOの標準化活動(標準化マ
ネジメントガイドラインの活用に
ついて)

平井祐理、渡部俊也
妹尾堅一郎、白石拓也、伊澤久
美

関口敦司

2A12 2B12 2C12 2D12
吉田　哲 栗山　裕樹 隅田　浩司 細谷　弘文

奈良先端科学技術大学院大学
特定非営利活動法人産学連携
推進機構

東京富士大学経営学部
UDトラックス株式会社 ボルボグ
ループ

ベンチャー企業の誘致と育成を
目的にした特許の経済特区の
提案

先行、必ずしも先導・主導ならず
～先進安全技術におけるルー
ル形成を通じた競争優位性獲得
に関する一考察～

知的財産権関連取引における
優越的地位の濫用の適用につ
いて

データ時代の知財戦略に関する
考察

0 妹尾堅一郎、伊澤久美 0 0

2B13
行本　顕

特定非営利活動法人産学連携
推進機構

MP3規格の事例にみる新規技
術の社会実装過程について～
知財マネジメントの観点からの
一考察～

妹尾堅一郎、伊澤久美

15:00

15:20

15:40

13:00

13:20

13:40
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14:40


