
2016 年度 政策研究プロジェクトセンター長期学術会議支援事業 

「産学連携人材の育成に関する研究会」報告 

2017 年 2 月 28 日 隅藏康一 

 

本事業により、以下の日程で、「知的財産マネジメント研究会」（http://www.smips.jp/）を開催した。

会場は、政策研究大学院大学 5 階、講義室 L などを用いた。 

（講義室 L 内に受付を設置し、参加者のお名前・ご所属をうかがい、参加者数をカウントしている。） 

 

第 178回 知的財産マネジメント研究会 

2016年 4月 16日（土） 

第 179回 知的財産マネジメント研究会 

2016年 5月 14日（土） 

第 180回 知的財産マネジメント研究会 

2016年 6月 11日（土） 

第 181回 知的財産マネジメント研究会 

2016年 7月 9日（土） 

第 182回 知的財産マネジメント研究会 

2016年 10月 15日（土） 

第 183回 知的財産マネジメント研究会 

2016年 11月 12日（土） 

第 184回 知的財産マネジメント研究会 

2016年 12月 10日（土） 

第 185回 知的財産マネジメント研究会 

2017年 1月 14日（土） 

 

名古屋での開催 

 2017年 2月 20日（月） 

 

各回の詳細なプログラムは次ページ以降に記載。 

  



第 178回知的財産マネジメント研究会（Smips） 

日時：2016年 4月 16日（土） 講義室 L ほか 110 名参加 

 

（内容） 

★13:00－14:30 セッション１ 

○ 産学連携によるイノベーション分科会（山本貴史）：講義室Ｌ 

テーマ：「大学発ベンチャーのスタートアップ支援プログラムについて」 

○ 法律実務（LAP）分科会 （足立昌聡）：講義室Ｆ 

テーマ：「知的財産権制度と AI」 

○ 知識流動システム（KMS）分科会 （西村由希子・天元志保・長壁健）：講義室 Ｉ 

テーマ：「今年度の年間計画について」 

★15：00－16：30 全体セッション：講義室 Ｌ 

テーマ：「創薬研究における知財と薬事の連結戦略」 

講師：内海 潤様（公益財団法人がん研究会 知財戦略担当部長、兼・日本医療研究開発機構シニア

知的財産コンサルタント） 

★17：00－18：30 セッション２ 

○ 産学連携分科会（長壁健・鈴木睦昭・杉浦美紀彦・林聖子・矢上清乃）：講義室Ｆ 

テーマ：医療系産学連携活動の必須の視点～患者に届けるということ～ 

講師：内海 潤 様（同上） 

○ 特許戦略工学分科会 （片岡敏光・赤間淳一・安彦元・久野敦司・岡崎邦明・永井隆）：講義室Ｅ 

テーマ：ＩｏＴ産業革命を駆動するマシン生成情報の法的保護の新たな枠組みの展望 

講師：久野 敦司様（Patent Island㈱ 代表取締役社長） 

○エンタメと知財分科会（新井秀美・山田光利）：講義室Ｌ 

テーマ：攻殻機動隊 REALIZE PROJECTはなぜ実現した？現実と SFを繋ぐコンテンツ IPの力 

講師：武藤 博昭 様（株式会社コモンズ 代表取締役、攻殻機動隊 REALIZE PROJECT 事務局 統括顧

問 / 事務総長） 

 

（成果） 

分科会セッションでは、第一に、大学初ベンチャーのスタートアップ支援プログラムとして、どのよ

うなものが望まれるのかについて、意見交換を行うことができた。 

第二に、今後 20年の知的財産権制度の行方について、AIのプロダクトに関する諸外国の立法動向を

交えながら、フリー・ディスカッションを行うことができた。 

第三に、知識流動システム分科会においては、今年度の計画、ならびに、東川小学校ウィークエンド

スクールにて行う発明・発見教室の企画の打ち合わせを行うことができた。 

第四に、医療系産学連携活動について議論を行うことができた。医療系の産学連携は、シーズとニー

ズの両方とも医療現場にあるという点で、他の分野と比較して特殊である。しかも最終顧客は患者であ

る。したがって、究極の出口は患者ニーズであり、企業ニーズではない。患者ニーズの捉え方、産と学

の連携マネジメントの進め方、知財戦略の考え方、市場創出につなげる患者に届くサプライチェーンの



考え方など、医療現場密着型の産学連携手法の開発について課題を整理し、そのソリューションについ

て議論した。 

第五に、ＩｏＴ産業革命を駆動するマシン生成情報の法的保護の新たな枠組みの展望について、議論

を行うことができた。ＩｏＴ産業革命を駆動するマシン生成情報は、著作権法や特許法が想定していた

「人間により創作された情報」に該当しないが、今後の社会及び産業の発展のためには法的保護を与え

る必要があることは自明である。今回は、マシン生成情報に対する法的保護の枠組みの制定に向けた日

本国政府の各種審議会の動向の紹介や、マシン生成情報の法的保護に関する講師の私案に基づき、マシ

ン生成情報の法的保護に関する議論を行うことができた。 

第六に、「攻殻機動隊リアライズプロジェクトの概要／技術と SF、技術とエンタメがお互いに与える

影響／新たな技術、新たなビジネスのプロモーションにコンテンツ IPを活用する際のポイント」につ

いて話題提供およびディスカッションを行うことができた。攻殻機動隊 REALIZE PROJECT（リアライズ

プロジェクト）は、日本を代表する企業や大学の研究者・公共機関・そして作品の制作委員会が一体と

なり、世界中のファンを魅了し続ける「攻殻機動隊」（科学技術が飛躍的に高度化した日本が舞台の SF

作品。作中に出てくる「義体」「電脳」「光学迷彩」等のテクノロジーが多くの研究者に影響を与え、

作品自体が彼らの共通言語にもなっている）に描かれた世界観の実現を目指すプロジェクトである。攻

殻機動隊の世界に通ずる技術を生み出し発掘するコンテストやハッカソンが東京・神戸・福岡と国内 3

か所で開催され、ハッカソンの成果の中から特許出願に至ったケースが既に２件ある。 

全体セッションでは、創薬研究における知財と薬事の連結戦略について、レクチャーを受けた。医薬

品が世に出るためには、国から薬事承認を受けることが必須で、加えて事業を保護するための特許が必

要である。製薬企業には薬事部と知財部があるが、アカデミアは特許出願ができる体制は整備されたも

のの、薬事対応力は決定的に不足している。しかし、実際にデータを生み出す研究者レベルで知財と薬

事を理解し、これらを連結させることができれば、創薬の加速と効率化が可能となる。本レクチャーで

は、その連結の考え方について実例を通して解説していただいた。 

 

  
  



第 179回知的財産マネジメント研究会（Smips） 開催概要 

日時：2016年 5月 14日（土） 講義室 L ほか 54 名参加 

 

（内容） 

★13:00－14:30 セッション１ 

○ 知識流動システム（KMS）分科会 （西村由希子・天元志保・長壁健）：講義室Ｉ 

★15：00－16：30 全体セッション：講義室 Ｌ 

テーマ：「日本最大級の「ものづくり」マッチング・プラットフォームによる、オープンイノベーシ

ョン促進システムの構築」 

講師：長友 理恵様（リンカーズ 株式会社 ディレクター） 

★17：00－18：30 セッション２ 

○ 産学連携分科会（長壁健・鈴木睦昭・杉浦美紀彦・林聖子・矢上清乃）：講義室Ｋ 

テーマ：「打てば響く産学連携を目指して」 

 講師：永井明彦 様（国立大学法人筑波大学産学連携部産学連携課技術移転マネージャー 博士（学

術）） 

○ 特許戦略工学分科会 （片岡敏光・赤間淳一・安彦元・久野敦司・岡崎邦明・永井隆）：講義室Ｅ 

 テーマ：2015年度活動報告、2016年度活動計画の発表 

    「発明促進と発明者の地位向上の方策」についてディスカション 

○エンタメと知財分科会（新井秀美・山田光利）：講義室Ｌ 

テーマ：今後の音楽著作権の在り方とは？ 

    ネットでつながる社会においていかに音楽製作者はお金を稼ぐべきか 

講師：谷口 元様（元・エイベックス・ミュージック・パブリッシング代表取締役社長、 

        現・株式会社東京谷口総研代表取締役社長） 

  

（成果） 

分科会セッションでは、第一に、東川小学校で大規模に行う発明発見教室の具体的な計画を立てるこ

とができた。 

第二に、産業界（半導体専門商社）から大学研究者を経て、大学で技術移転マネージャーをされてい

る永井様を講師にお招きし、産業界と学の両方のご経験からのご講演をいただき、これからの産学連携

の課題について議論することができた。 

第三に、「職務発明に関する指針（35条 6項）」に関連して、発明促進と発明者の地位向上の方策に

ついてのディスカッションを行うことができた。 

第四に、今後の音楽著作権の在り方とは？をテーマとして、ネットでつながる社会においていかに音

楽製作者はお金を稼ぐべきか、という音楽著作権ビジネスに関する議論を行うことができた。近年

AWA、LINEmusic、AppleMusic、Spotify、KKBOXなどの月額固定の音楽聞き放 題サービスが誕生してい

る。また tunecore、CDbaby など iTunesなどの楽曲ダウンロード販売会社への仲介を行う事業も複数存

在している。こうした音楽ストリーミングサービスや youtubeでの著作権など、デジタルの進化に伴い

目まぐるしい事業が産まれている音楽業界において音楽著作権の管理・印税の分配がますます複雑にな



ってきている。これらのサービスは本当に音楽制作者にお金が入る仕組みになっているのだろうか。ま

た、ラジオやテレビから web へ音楽消費の場が移行していく中で、JASRACを中心とした印税分配といっ

た著作権の在り方から、現場の意識がどのように変わっていくのだろうか。JASRACの単独管理について

イーライセンスとの最高裁判決が昨年出たが、著作権管理団体のこれからの役割はいったいどうなって

いくのだろうか。さらにアニメ等がトリガーとなって日本の音楽が海外の市場に出る機会も増えていま

すが、海外で発生した印税をどのように制作者へ分配するのかという問題もある。そもそも日本と海外

では印税分配を含む音楽著作権管理方法の違いもある。このようなテーマについて、議論を行うことが

できた。 

全体セッションでは、大手企業と全国の中小・ベンチャー企業の仲介役として、日本最大級の「もの

づくり」マッチング・プラットフォームによる、オープンイノベーション促進システムの構築を目指し

て、全国のコーディネーターのネットワーク化に取り組んでいる、リンカーズ株式会社からお話をうか

がい、同社の現在の活動概要、これから取り組もうとしていること、今後の課題等について、理解を深

めることができた。 

 

  

  



第 180回知的財産マネジメント研究会（Smips） 開催概要 

日時：2016年 6月 11日（土） 講義室 L ほか 60 名参加 

 

（内容） 

★13:00－14:30 セッション１ 

○ 産学連携によるイノベーション分科会（山本貴史）：講義室Ｌ 

テーマ：オープンイノベーションにおけるポイント 

講師:石原寛一様(あずさ監査法人 テクノロジーイノベーション支援部リーダーシニアマネジャー,公

認会計士) 

○ 法律実務（LAP）分科会 （足立昌聡）：講義室Ｆ 

 テーマ： ライセンス契約における非金銭的ロイヤリティ 

 講師：足立オーガナイザー 

○ 知識流動システム（KMS）分科会 （西村由希子・天元志保・長壁健） ：講義室Ｉ 

★15：00－16：30 全体セッション：講義室 Ｌ 

テーマ：「心理学・暴力と知的財産制度」 

講師：久保 浩三 様（奈良先端科学技術大学院大学 研究推進機機構・教授／産官学連携推進部門

長・弁理士） 

★17：00－18：30 セッション２ 

○エンタメと知財分科会（新井秀美・山田光利）：講義室Ｌ 

  テーマ：AIの試行の果てに生まれたドラマ 〜AIに小説原作者の権利は与えられるか〜 

  講師：鳥海 不二夫 様（東京大学 大学院工学系研究科 システム創成学専攻 准教授） 

○ 特許戦略工学分科会 （片岡敏光・赤間淳一・安彦元・久野敦司・岡崎邦明・永井隆）：講義室Ｆ 

テーマ：「久保浩三先生を囲んでのフリーディスカション」 

 

（成果） 

分科会セッションでは、第一に、オープンイノベーションにおけるポイントとして、イノベーション

のジレンマをいかに克服するか？、ベンチャーと大企業のイノベーションの必要性、イノベーション創

出に向けた課題、イノベーションを実現するための課題、大企業はいかにベンチャーと連携すればよい

か、等の観点でご講演いただくことができた。公認会計士がどのようにイノベーションに寄与できるか

といった観点からもお話を伺うことができた。 

第二に、くまモン著作権侵害事件を取り上げ、オープンライセンスと知的財産権侵害への対応につい

て、議論することができた。ネット上の著作物に関する利用にとどまらず、最近は企業の標準化戦略や

自治体の地域振興の手段としてオープンライセンスの活用が増えてきているが、権利者の意図に反する

利用への対応は難しい問題である。そこで、くまモンの利用許諾条件を読み解きながら、どのような予

防策が講じ得るのかを考えた。 

第三に、知識流動システム分科会においては、絵本発刊のプランやこれまで発明・発見教室で実施した

コンテンツのマニュアル化等を具体的に話し合うことができた。 



第四に、AIに小説原作者の権利は与えられるか、をテーマとして、議論を行うことができた。小説コ

ンテスト「星新一賞」で AI と人間が協力して制作した小説が一次審査を通過したと発表された。大学

の研究チームが主体の「きまぐれ人工知能プロジェクト 作家ですのよ」（A）、「人狼知能プロジェク

ト」（B）からそれぞれ 2作品、ほかに 7作品の計 11 作品の応募があったとのことである。AIによる小

説制作を代表する（A）（B）の 2つのプロジェクトは、全く異なるアプローチで小説制作を行ってい

る。小説の制作過程を「プロット（登場人物などの設定を考えたり、話のオチを作ったりすること）」

と「執筆（プロットを実際の文章に仕上げること）」に切り分けた場合に、（A）はプロットを人間・

執筆を AI、（B）はプロットを AI・執筆を人間が行っており、AIと人間の役割分担が明確に異なる。昨

今、AIによる創作物を知的財産権（著作権以外の形も含めて）で保護するべきかという議論が行われて

いるが、実務的には創作物の制作過程を分割して、それぞれの過程でどのような権利が発生しうるかを

細かく検討する必要がある。今回は、（B）「人狼知能プロジェクト」の鳥海氏を話題提供者に招き、

小説のプロット制作のみに限らず、AIが生み出す物語（ドラマ・ストーリー）の権利を中心に議論し

た。 

全体セッションでは、昨今の知的財産の紛争を見ると競争的環境が行き過ぎ過度の競争を続けている

ように思われ、本来人類が幸せになるための制度が、もはや本質を見誤っているようにも思われる、と

いう問題意識から、心理学の観点から皆が幸せになるための知的財産制度とは何かについての考察をお

話しいただき、理解を深めることができた。 

 

  

  



第 181回知的財産マネジメント研究会（Smips） 開催概要 

日時：2016年 7月 9日（土） 講義室 L ほか 114 名参加 

 

（内容） 

★13:00－14:30 セッション１ 

○ 法律実務（LAP）分科会 （足立昌聡）：講義室Ｋ 

 テーマ：英国の欧州連合離脱（BREXIT）の知的財産分野への影響について 

 講演者：足立オーガナイザー 

○ 知識流動システム（KMS）分科会 （西村由希子・天元志保・長壁健） ：講義室Ｉ 

★15：00－16：30 全体セッション：講義室 Ｌ 

 テーマ：どうやって未来を予測するか～俯瞰解析を用いた未来予測 

 講演者：中村 達生様（VALUENEX株式会社 代表取締役 CEO） 

★17：00－18：30 セッション２ 

○エンタメと知財分科会（新井秀美・山田光利）：講義室 Ｌ 

 テーマ：VR元年の今こそ学ぶ、VRの基礎と現状～日本の VR技術は世界で存在感を発揮できるのか～ 

  話題提供者：吉田 健人 様（LPJ LLC 代表/VRジャーナリスト）ほか 

○ 特許戦略工学分科会 （片岡敏光・赤間淳一・安彦元・久野敦司・岡崎邦明・永井隆）、ならび

に、知財キャリア分科会 （上條由紀子・飛澤宗則） 合同開催 ：講義室 Ｋ 

  テーマ：勝ち残る（価値残る）人と組織の知財戦略 

講演者：鈴木 俊介 様（株式会社経営技法 代表取締役社長） 

 

（成果） 

 分科会セッションでは、第一に、英国の欧州連合離脱（BREXIT）の知的財産分野への影響について、現

在明らかになっている情報を基に、今後の実務への影響についてディスカッションすることができた。 

 第二に、知識流動システム分科会に関しては、7 月 16 日（土）に東川小学校で大規模に行う発明発見

教室の準備を行うことができた。 

 第三に、ゲームや医療など様々な分野で活用が見込まれる VR（バーチャルリアリティー）をテーマと

して、そもそも VR とは何なのか／VR を体験するためのハードにはどのようなものがあるのか／VR でど

のようなコンテンツが期待されているのか／VR コンテンツを制作するクリエイターは育っているのか／

VR コンテンツをまとめるプラットフォームはどうなるのか／日本の技術は VR の世界で存在感を発揮で

きるのか、といったことについて、議論を行うことができた。 

 第四に、「勝ち残る（価値残る）人と組織の知財戦略」をテーマに、徹底した差別化で No.１をかちと

るために、あまり語られていないが欠かせないこと、ランチェスター戦略、ユニークブレインラボ、他

についての説明をうかがった上で、議論を行うことができた。差別化は大事、ブルーオーシャンは大

事、経営者も現場も誰もが唱えるものの、なかなか実践できるものでもなく、口で言うほど簡単ではな

い。多大な労力をかけても、競合と同じ領域で争ってしまうことがしばしばある。ではどうすればそれ

が実現できるのか、何をしたら失敗するのか、MOTでも語り尽くされていない、知ってそうで知ってい



ない肝心なポイントについて、ランチェスター戦略、ユニークブレインラボ、ほか、様々な実践的なコ

ンサルティングの経験から、ご説明いただいた。 

全体セッションでは、特許・論文データを用いた未来予測について、VALUENEX 社の取り組み、今後の展

望等について、お話しいただき、理解を深めることができた。 

 

  

  



第 182回知的財産マネジメント研究会（Smips） 開催概要 

日時：2016年 10月 15日（土） 講義室 L ほか 84 名参加 

 

（内容） 

★13:00－14:30 セッション１ 

○ 産学連携によるイノベーション分科会（山本貴史）：講義室Ｌ 

テーマ：「ニューメキシコ大学技術移転＆経済開発事務所 STCの活動内容と日本における取り組み」 

講師：星エリ様（ニューメキシコ大学 技術移転＆経済開発事務所 大学ベンチャー兼国際事業マネー

ジャー） 

○ 法律実務（LAP）分科会（足立昌聡）：講義室Ｆ 

テーマ：「著作権法の一層柔軟な権利制限規定について」 

講師：足立オーガナイザー 

○ 知識流動システム（KMS）分科会 （西村由希子・天元志保・長壁健）：講義室Ｉ 

テーマ：「発明発見教室の打ち合わせ」 

★15：00－16：30 全体セッション：講義室 Ｌ 

テーマ：「知財業界における情報発信のあり方」 

モデレータ： 野崎 篤志 様（ランドン IP合同会社日本事業統括部長） 

パネラー： 成田 浩司 様（株式会社サイエンスインパクト代表取締役、博士(理学)、弁理士） 

      安高 史朗 様 （安高特許会計事務所 代表弁理士・公認会計士） 

司会：片岡敏光（特許戦略工学分科会オーガナイザー） 

★17：00－18：30 セッション２ 

○ 産学連携分科会（長壁健・鈴木睦昭・杉浦美紀彦・林聖子・矢上清乃）：講義室Ｆ 

テーマ：「米国の大学技術移転職として働くことでわかった気づき」 

講師：星エリ様（ニューメキシコ大学技術移転＆経済開発事務所 大学ベンチャー兼国際事業マネージ

ャー） 

○ 特許戦略工学分科会 （片岡敏光・赤間淳一・安彦元・久野敦司・岡崎邦明・永井隆）：講義室Ｅ 

テーマ：「最近の特許調査・分析トレンド」 

講演者：野崎 篤志 様（ランドン IP合同会社日本事業統括部長） 

○ 知財キャリア分科会 （上條由紀子・飛澤宗則）：講義室Ｄ 

テーマ：産学連携における知財人材のキャリアパス 

講演者：木下 忠 様(東北大学国際集積エレクトロニクス研究開発センター戦略企画部門 准教授・弁理

士・中小企業診断士) 

○エンタメと知財分科会（新井秀美・山田光利）：講義室Ｌ 

テーマ：ネットが生み出したボーダレス社会における情報発信と著作権～日本発の著作権はいかなる主

張を世界にすべきか～ 

講演者：山田 太郎 様（前参議院議員） 

 

（成果） 



分科会セッションでは、第一に、米国ニューメキシコ大学技術移転&経済開発事務所 STCの運営体制

やニューメキシコ大学 OTTの活動内容と実績、日本における STCのミッションと今後の取組みについて

お話しいただき、理解を深めることができた。 

第二に、本年 4 月に国の知的財産戦略本部が取りまとめた「次世代知財システム検討委員会報告書」で

提言された事項のうち、著作権法の一層柔軟な権利制限規定について取り上げ、オーガナイザーが民間

からの政府出向者の立場で見聞きした情報を皆様と共有するとともに、委員会の報告書を読み解きなが

ら、今後の著作権制限の見通しについて議論を行うことができた。 

第三に、12 月 3 日（土）に東川小学校で大規模に行う予定である、発明発見教室のテーマや企画内容

を話し合った。 

第四に、セッション１でご講演いただいた星エリ様に、セッション２では、ご自身のキャリア、技術

移転職を選んだきっかけ、さらにニューメキシコ大学の技術移転機関で働くきっかけなど具体的な経緯

をお話しいただくとともに、実際のライセンスの事例の紹介や米国でのライセンス方法、最後に今の日

本の産学連携についてのご感想を述べていただき、それに基づいて議論を行うことができた。 

第五に、特許検索・分析関係の文献動向などを踏まえて、過去から現在に至るまでの特許調査・分析

トレンドについて俯瞰し、人工知能が特許調査・分析へ与える影響や今後特許調査・分析において必要

となるスキルについてお話しいただき、理解を深めることができた。 

第六に、講演者のこれまでのキャリアパスや東北大学での産学連携活動の紹介を踏まえて、産学連携

において求められる知財人材の役割について議論を行うことができた。大学における産学連携の活動は

技術ライセンスから共同研究・外部資金の獲得まで多岐にわたり、知財人材が渇望される場面が多々あ

ることがあらためて認識された。 

 第七に、今後の著作権の在り方について立法のお立場からの視点も加えてご講演いただき、2次創作

はどこまで許されるのか、TPPによる規制はあるのか、国によって異なる性表現や暴力表現の解釈をど

のようにしたらよいか、ということについて議論を行った。 

全体セッションでは、インターネット上の知財メディアを運営なさっている 3 名の方々の実例をうかが

い、それに基づいて、知財業界における情報発信活動のあり方についてディスカッションを行うことが

できた。 

 

  

  



第 183回知的財産マネジメント研究会（Smips） 開催概要 

日時：2016年 11月 12日（土） 72名参加 

 

（内容） 

★13:00－14:30 セッション１ 

○ 産学連携によるイノベーション分科会（山本貴史）：講義室Ｌ 

テーマ：ボーダーレス・サイエンス － なぜ日本の基礎研究力は下方に向かったのか？ 

講師：新井 聖子 様（スウェーデン・ウプサラ大学 研究員） 

○ 法律実務（LAP）分科会 （足立昌聡）：講義室Ｋ 

   テーマ：IoTの時代故の知的財産権の取得や権利行使時の問題点について 

   講師：足立昌聡オーガナイザー 

○ 知識流動システム（KMS）分科会 （西村由希子・天元志保・長壁健） ：講義室Ｉ 

★15：00－16：30 全体セッション：講義室 Ｌ 

   テーマ：査読論文に関する一考察とこれまでの研究について 

   講師：小田 哲明 様（立命館大学大学院 テクノロジー・マネジメント研究科 准教授） 

★17：00－18：30 セッション２ ：いずれかお好きなものにご参加ください 

○ 特許戦略工学分科会 （片岡敏光・赤間淳一・安彦元・久野敦司・岡崎邦明・永井隆）：講義室Ｋ 

テーマ：AI（人工知能）と AIビジネス 

  副題１： 過去（第２次 AIブーム）、現在（第３次 AIブーム）、そして未来の AI（人工知能） 

  副題２： AIビジネスに必要とされる人材とは？ 

講師＆ファシリテーター：赤間 淳一 オーガナイザー（デジタル・インフォメーション・テクノロジ

ー株式会社 xoBlos（ゾブロス）事業部 セールスエンジニアリング部長） 

○ 産学連携分科会 （長壁健・鈴木睦昭・杉浦美紀彦・林聖子・矢上清乃）：講義室Ｆ 

テーマ：産学連携によるイノベーション創出促進の為のプロデュース機能について 

 講師（話題提供）：林聖子 オーガナイザー（亜細亜大学都市創造学部） 

○エンタメと知財分科会（新井秀美・山田光利）：講義室Ｌ 

  テーマ：触感 VRによって生まれる新しいエンタメ体験 

  講師：岩崎 健一郎 様（H2L株式会社 代表取締役） 

 

（成果） 

 分科会セッションでは、第一に、日本の基礎研究力低下の理由について、（１）国内要因、（２）東ア

ジアへの knowledge spillover、（３）日本の科学技術政策（諸外国のグローバル化 vs 日本の東アジア

化）、の 3つの観点からの説明を伺い、今後の政府の政策、大学や企業の経営のあり方についての示唆

を得ることができた。 

第二に、2016年 9月 28日に公表された特許審査ハンドブックの IoT関連技術に関する追加事例を題材

に、IoTの時代故の知的財産権の取得や権利行使時の問題点について議論することができた。 

第三に、再生能力を持つ生物「プラナリア」を使って再生医療のための研究や技術などについて検討す

ることにより、次月に東川小学校で行う発明発見教室について準備を行うことができた。 



第四に、AI（人工知能）と AIビジネスについて、過去の第２次 AIブームを振り返るとともに、現在

の第３次 AIブームを概観し、未来の AI（人工知能）とそのビジネスの可能性についての議論を深める

ことができた。 

第五に、産学連携によるイノベーション創出の事例を踏まえながら、コーディネートからプロデュー

スへと変化が必要であることを理解し、今後の展望について議論することができた。 

第六に、触感型ゲームコントローラー『UnlimitedHand』や装着した人の身体を電気刺激によって操

作する『PossessedHand』の開発を行っている企業からのお話をうかがうことにより、「触感 VRが生み

出す新しいエンタメの可能性」について議論することができた。 

全体セッションでは、知的財産や産学連携に関連する学会誌において論文が掲載されるにはどのような

点に注意・工夫が必要かについてお話しいただいき、知見を深めることができた。 

 

  

  



第 184回知的財産マネジメント研究会（Smips） 開催概要 

日時：2016年 12月 10日（土） 111名参加 

 

★13:00－14:30 セッション１ 

○ 法律実務（LAP）分科会 （足立昌聡）：講義室Ｌ 

  テーマ：FinTech関連の知的財産について、ビジネスモデル特許の今後のあり方について 

  講師：足立昌聡オーガナイザー 

★15：00－16：30 全体セッション：講義室 Ｌ  ※ 特許戦略工学分科会による企画です。 

  テーマ：「『男前マスク』と『王女のマスク』 留目弁理士奮闘記！」はいかにして生まれたか？ 

講師：黒川 正弘 様（三菱ガス化学株式会社研究推進部知的財産グループ・作家） 

★17：00－18：30 セッション２ ：いずれかお好きなものにご参加ください 

○ 特許戦略工学分科会 （片岡敏光・赤間淳一・安彦元・久野敦司・岡崎邦明・永井隆）：講義室Ｋ 

  テーマ：留目弁理士の特許戦略は実行可能か？ 

   講師：黒川 正弘 様（三菱ガス化学株式会社研究推進部知的財産グループ・作家） 

○エンタメと知財分科会（新井秀美・山田光利）：講義室Ｌ 

  テーマ：webメディアにおける SEOと著作権 - 各社の対応とこれからの web メディア - 

  講師：永江 一石 様（ランダーブルー株式会社 代表取締役 コンサルタント） 

○ 知識流動システム（KMS）分科会 （西村由希子・天元志保・長壁健） ：講義室Ｉ 

 

（成果） 

分科会セッションでは、第一に、FinTech関連の知的財産について、直近の国内事例を見ながら、い

わゆるビジネスモデル特許の今後のあり方について議論することができた。 

 第二に、知的財産戦略を題材とした小説の著者を招いて、この小説を題材として、知的財産戦略に関

する理解を深めることができた。 

 第三に、DeNAが運営する医療系キュレーションサイト WELQ閉鎖のトリガーの一つとなったブログを

執筆されたコンサルタントの方からお話をうかがい、インターネット上の著作権や倫理的問題について

の理解を深めることができた。 

 第四に、東川小学校で行った発明発見教室を総括しつつ、今後の活動に関する打ち合わせを実施する

ことができた。 

全体セッションでは、知的財産戦略を題材とした小説の著者を招いて、これまでのご経歴とご経験を伺

うとともに、小説を活用して知的財産への関心を高める活動について理解を深めることができた。 

  



第 185回知的財産マネジメント研究会（Smips） 開催概要 

日時：2017年 1月 14日（土） 79名参加 

 

★13:00－14:30 セッション１ 

○ 産学連携によるイノベーション分科会（山本貴史）：講義室Ｌ 

テーマ：ライセンスができるアソシエイトと出来ないアソシエイトの差 

   講師：山本 貴史 オーガナイザー 

○ 知識流動システム（KMS）分科会 （西村由希子・天元志保・長壁健） ：講義室Ｋ 

テーマ：持続可能な開発目標（SDGs）と、それに貢献する科学と技術に関わるコミュニケーションの 

可能性とは？  

 講師：大野 容子 様（公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン アドボカシー・スペシャ

リスト） 

○ 法律実務（LAP）分科会 （足立昌聡）：講義室Ｆ 

  テーマ：①特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律（IR法）②官民データ活用推進基本法    

講師：足立 昌聡 オーガナイザー 

★15：00－16：30 全体セッション：講義室 Ｌ  ※ 産学連携分科会による企画です。 

  テーマ：知財を活用したﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑﾋﾞｼﾞﾈｽと産学連携/大学発ﾍﾞﾝﾁｬｰによるｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ創出  

  講師：粟野 晴夫 様（杉村萬国特許事務所、元ソニー） 

★17：00－18：30 セッション２ ：いずれかお好きなものにご参加ください 

○エンタメと知財分科会（新井秀美・山田光利）：講義室Ｌ 

  テーマ：エンタメ系 IT業界の動向まるわかり！？登壇者が気になる話題をぶつけ合うエンタメ知財

座談会講師：佐竹 星爾 様（株式会社コロプラ）、湯浅 竜 様（株式会社ドワンゴ）、安高 史

朗 様（安高特許会計事務所） 

○ 知財キャリア分科会 （上條由紀子・飛澤宗則）：講義室Ｆ 

テーマ：ソーシャルビジネスの現場から〜 バングラデシュの無職の若者をプログラマーに育成する～ 

  講師：井原 啓登 様  

○ 特許戦略工学分科会 （片岡敏光・赤間淳一・安彦元・久野敦司・岡崎邦明・永井隆）：講義室Ｋ 

テーマ：＜温故知新＞ ライト兄弟の特許戦略 

 講師：永井 隆 オーガナイザー  

 

（成果） 

分科会セッションでは、第一に、技術移転に求められるマーケティングモデルについてのお話をうか

がい、マーケティングモデルの重要性、そのノウハウをいかに移転できるか、ということについて、知

見を深めることができた。 

 第二に、『持続可能な開発目標（SDGs）と、それに貢献する科学と技術に関わるコミュニケーション

の可能性とは？』をテーマとして、（１）「開発の恩恵が全員に平等に行き渡っていない」現状におい

て科学や技術に携わる立場からコミュニケーションすることはどのように貢献するか、（２）本当に豊



かな状態をもたらすためには、誰が誰に対してどのようにコミュニケーションすべきか、といったこと

について議論を行うことができた。 

 第三に、いわゆるカジノ法として話題となった「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律

（IR法）」、ならびに公的機関が保有するデータの活用を中心に、人工知能や IoTにも触れた意欲的な

法律である「官民データ活用推進基本法」についての講義を受け、ミューズメント分野やデータ取引の

来年度以降の展望を考えることができた。 

 第四に、エンタメサービスを提供する 2社の知財担当と多くの Tech系 ITベンチャーをクライアント

に抱える特許事務所の代表弁理士をゲストに招き、各登壇者がいま気になっていることを題材に、意見

交換をすることができた。 

第五に、知的財産の活用、スタートアップ、グローバル人材育成、デザイン思考を用いた課題解決、

発展途上国におけるソーシャルビジネス等についてのお話をうかがい、知見を深めることができた。 

 第六に、二十世紀最大の発明である動力飛行機の発明をしたライト兄弟が特許を武器にライバル達に

訴訟を仕掛けたことにより逆に米国の航空機技術の停滞を招いてしまいまったという事例を踏まえて、

特許をどう生かすべきだったかを考察することができた。 

全体セッションでは、かつてソニーで知財戦略をご担当だったかたを講師として招き、事業開始前に知

財権をフル活用し自社が戦いやすいようにビジネスの場（プラットフォーム）を構築し、他の企業と連

携しながら事業を有利に推進するための戦略について、お話をうかがい、イノベーション創出に向けた

議論を深めることができた。 

 

  

  



東京以外での開催（名古屋） 

日時：2017年 2月 20日（月）10:30～15:00 12名参加 

会場 名鉄モリシタ名古屋駅前中央店 第 5会議室 

（愛知県 名古屋市中村区名駅三丁目 13-31 名駅モリシタビル 7階） 
 
テーマ：科学コミュニケーション学習会 
 

講師 

名古屋大学大学院 情報科学研究科 教授 戸田山 和久様 

名古屋大学 高等教育研究センター 助教 齋藤 芳子様  

科学コミュニケーター（元日本科学未来館 サイエンスコミュニケーター）本田 隆行様 

司会：天元 志保（知的財産マネジメント研究会 知識流動システム分科会 オーガナイザー） 

 

（成果） 

歴史的経緯を踏まえた科学コミュニケーションの基礎講義と、伝え方などを考えるワークショップに

よる構成で、実施した。科学コミュニケーションに取り組みたいが伝え方や対話の仕方に悩んでいた人々

にとって、互いに交流、意見交換できる場として大変有意義な時間となった。終了後、参加者から御礼の

メールもいただいた。 

 

  

 

以上 


