
2017 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 

2018 年 2 月 隅藏康一 

＜事業総括＞ 

産学連携の活性化は、現在の日本における知的財産政策ならびにイノベーション政策のいずれの観点からも、

最重要課題の一つとして位置づけられる。いうまでもなく、産学連携の活性化のためには、それを担う人材の育

成が急務である。大学側の組織である大学知的財産本部や技術移転機関（TLO）において、また企業側の産学連

携担当部署において、基礎的な技術シーズの「目利き」の能力を持ち、そのシーズをさらに発展させるべくマネ

ジメントを行うことのできる専門人材が求められている。科学技術諸分野の研究者、ならびに企業経営者などに

おいても、産学連携に関するリテラシーが求められている。 

こうした人材の供給源としては、ポストドクターなどの高度な専門教育を受けた人々や、企業の研究開発従事

者・知的財産担当者などが候補となる。こうした人々に対して適切な情報を提供し、彼らが産学連携専門人材と

しての知識を身に着ける「入り口」となるような場を作り継続的に開催することが必要である。また、適した知

識・能力の開発のための方法論を確立することも求められている。自然科学諸分野の博士号取得者の、純粋な学

術研究以外のキャリアパスを確立することについては、全米科学振興協会（AAAS）の年次集会（2016 年 2 月）

等でも大きなイシューの一つとして採り上げられている。 

このような問題意識のもと、隅蔵は 2000 年より、月一回のペースで土曜日に「知的財産マネジメント研究

会」を開催してきた。2017 年度も、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た。2018 年 1 月 13 日で開催回

数は 193 回となり、メーリングリストのメンバーは 1800 名超、毎回 50 名～100 名程度が参加している。これ

までに、この研究会への参加を契機として産学連携専門人材・知的財産マネジメント人材となった人々が数多

く存在する。 

各開催日において、産学連携によるイノベーション分科会、法律実務分科会、知識流動システム分科会（以上、

13：00－14：30 のセッション。参加者は並行して行われるセッションのうちいずれか一つを選択して参加。）、

プレナリーセッション（15：00－16：30 のセッション）、知財キャリア分科会、産学連携分科会、特許戦略工学

分科会、エンタメと知財分科会（以上、17：00－18：30 のセッション。同上。）を実施した。また、産学連携に

関する討論会を、10 月 27 日に京都において実施した。 

 

第 186回 知的財産マネジメント研究会 2017年 4月 15 日（土） 

第 187回 知的財産マネジメント研究会 2017年 5月 13 日（土） 

第 188回 知的財産マネジメント研究会 2017年 6月 10 日（土） 

第 189回 知的財産マネジメント研究会 2017年 7月 8日（土） 

第 190回 知的財産マネジメント研究会 2017年 10月 14 日（土） 

第 191回 知的財産マネジメント研究会 2017年 11月 11 日（土） 

第 192回 知的財産マネジメント研究会 2017年 12月 9 日（土） 

第 193回 知的財産マネジメント研究会 2018年 1月 13 日（土） 

京都での研究会 2017年 10月 27日（金） 

 

各回の詳細なプログラムは次ページ以降に記載する。 

  



第 186回知的財産マネジメント研究会（Smips） 報告書 

日時：2017年 4月 15日（土）  60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：大学発ベンチャーについて 

    講師：山本貴史オーガナイザー 

○ 法律実務（LAP）分科会 （足立昌聡）：講義室Ｆ 

    テーマ：報告書「我が国の知財紛争処理システムの機能強化向けて」について  

    講師：松田誠司様（弁護士・弁理士） 

★15：00－16：30 全体セッション：講義室 Ｌ 

    テーマ：イノベーションを導く『カタリスト』と『プロデュース理論』について  

    講師：桜庭大輔様（NPO 法人 ZESDA代表） 

★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：英国の産学連携～informal networkの経営手法について留学からの考察 

    講師：桜庭大輔様（NPO 法人 ZESDA代表）  

○ 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：新商品・新事業の知財を強化するには：品質機能展開(QFD) 

講師：桑原 良弘 様（ディスプロ㈱代表取締役社長、知的財産戦略プロデューサー）  

○ 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 （18:00-19:00） 

テーマ：今年度の活動プラン等 

 

（成果） 

分科会セッションでは、第一に、ベンチャーの実態や、質の高い大学発ベンチャーをより多く排出するために

必要な GAPファンドやスタートアップ支援に求められるプログラムについて、議論することができた。 

第二に、本年 3 月末に産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会より公表された報告書「我が国の知財

紛争処理システムの機能強化向けて」を読み解くことにより，今後の法改正の動向について議論を深めることが

できた。 

第三に、2014年から 2016年にかけてロンドン・スクール・オブ・エコノミクスとオックスフォード大が国に

留学しておられた講師の経験から、オックスフォードの晩餐会が非公式ネットワークの基盤になっているこ

と、オリンピック跡地に大学が移転してきてベンチャーのクラスターになっている「ロンドンのシリコンバレ

ー構想」のこと、ファッションやデザインなど関連異分野とセットでイノベーションが生み出されているこ

と、などを伺うことができ、英国のイノベーション・モデルについて理解を深めることができた。 

第四に、商品開発にあたってのコンセプト立案、知財創出、TRIZによる知財活用を、品質機能展開表(QFD)の

マトリックス表として分析し、かつ、特許等知的財産を戦略的に構築・活用する検討から開発製品を創出する

手法についての講義を受けて、あわせて品質機能展開表の作成についても実体験することで、保有する特許や

他社や大学が持つ特許技術等を探索し、自社の持つリソースを組み合わせて、知財に係る開発リスクをどう担

保し展開するか、独自のビジネスプランの構築プロセスについて理解を深めることができた。 

第五に、すでに実施した、小学生を対象とした“深海”をテーマにした「発明・発見教室」について、振り

返りを行い、科学コミュニケーションについての今年度の活動改革を議論することができた。 



全体セッションでは、「カタリスト」の活躍・機能について整理した「プロデュース理論」についての講義

を受けて、プロデューサー人材の育成プロセスについて議論・検討した。昨今、日本のイノベーションを促進

しようと、アントレプレナーシップや起業の方法論が多くの場で議論されているが、他方で、海外のイノベー

ション関係論壇では、2000年代に入って以来、起業家に「カネ（資金）・コネ（人脈）・チエ（情報・ノウハ

ウ）」を提供することで、彼らのブレイク・スルーを陰日向で導く様々な「カタリスト（媒介者）」達の存在

にもスポットが当たり始めている。このように、起業家中心主義的な議論にとどまらず、起業家の成功を「プ

ロデュース」する多種多様なカタリスト達が果たす役割を整理することは、イノベーションを持続的に生産す

るエコ・システムの全体設計や日本の産学（官）連携のあるべき姿を考察する上でも重要であり、これについ

て理解を深めることができた。 

 

 

  



第 187回知的財産マネジメント研究会（Smips） 報告書 

日時：2017年 5月 13日（土） 96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：東京大学におけるベンチャー投資について 

    講師：大泉克彦様（東京大学協創プラットフォーム開発株式会社 代表取締役社長） 

○ 法律実務（LAP）分科会 （足立昌聡）：講義室Ｋ 

    テーマ：著作権法上の絶版書の著作権の取扱いとアーカイブ化の手続  

    講師：足立オーガナイザー 

★15：00－16：30 全体セッション：講義室 Ｌ 

    テーマ：IoT時代への新しい知財・標準化戦略 〜欧州企業の最新動向から戦略を検討する〜  

    講師：二又 俊文 様（東京大学政策ビジョン研究センター 客員研究員） 

★17：00－18：30 セッション２ 

○ 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：IoT時代における新たな重要ツール〜戦略実現のための交渉力〜 

    講師：二又 俊文 様（東京大学政策ビジョン研究センター 客員研究員）  

○ 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：東川小学校 7月 22日（土）実施分「発明・発見教室」の打ち合わせ 

○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：絶版書を用いた電子書籍ビジネスとアーカイブ構築 ～海賊版を倒せる唯一の方法～  

    講師：赤松健様（株式会社 Jコミックテラス 取締役会長／公益社団法人日本漫画家協会 理事） 

○ 知財キャリア分科会 （上條由紀子・飛澤宗則）：講義室Ｅ 

    テーマ：Okinawan Dreams～笑顔で行動を興すコーディネート活動～  

    講師：宮里大八様（琉球大学 特命准教授） 

○ 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：産学ネットワークを活用した中国ビジネスの起業 

    講師：永野剛様（株式会社リテラシーズ 代表取締役社長）  

（成果） 

分科会セッションでは、第一に、官民イノベーションプログラムにおけるベンチャー投資のこれからについ

て、東京大学協創プラットフォーム開発株式会社のケースをご報告いただき、それに基づいて議論を行うこと

ができた。 

 第二に、著作権法上の絶版書の著作権の取扱いとアーカイブ化の手続について、従来の紙媒体書の出版・重



版の流れと、著作者と出版社が有する権利と交渉力、そして絶版後の著作者の権利を確認し、電子書籍の場合

ではどうなるのかを整理することができた。著作物を文書又は図画として出版できる権利、すなわち出版権

は、著作権法上の様々な権利の中で、多くの方にとってあまり馴染みのない権利であるが、電子書籍の普及に

より出版の敷居が下がる中で、2015年から出版権の範囲に電子書籍も含まれるようになるなど、出版社と著作

者の複雑な関係は今しばらく続きそうであり、タイムリーな話題であった。また、２０１７年２月に公表され

た文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委員会の「中間まとめ」で言及された、次の著作権法改正で盛り

込まれることが見込まれる「著作物等のアーカイブの利活用促進 」についても、議論することができた。 

 第三に、２０１７年度特許庁グローバル人材育成プログラム教材「オープンイノベーションと多数当事者間

交渉」を使いながら、チーム議論形式で議論することができた。今日のようにコネクテットな社会に突入する

と、イノベーション創出の方法は変化し、さまざまな業種、さまざまな国々の関係者との出会いと協業から生

まれることが中心になっている。従来のような自前開発主義を貫くだけではイノベーションを生み出し続ける

ことはできない。たとえば自前開発主義のリーダーでもあった本田技研工業が今オープンイノベーションに大

きく舵取りした例などのように、多くの企業が今日「アウトリーチする戦略」にその姿勢を変化させている。

しかし、外に向かうことは、一方で戦略が重要であると同時に、実はその戦略を具体化するために様々な相手

と交渉ができるスキルセットも欠かせないため、戦略実現の重要なツールとしての交渉のありかたを考えるこ

とができた。 

 第四に、2017年 7月に実施予定の「発明・発見教室」において、「半導体」をテーマとして、どの側面を小

学生に分かるよう説明し、子ども達に発明・発見のタネを植えるかについて、検討することができた。 

 第五に、海賊版が事実上野放しになっている絶版書籍を利活用して、広告利益を作家に１００％還元する仕

組みを作っている「マンガ図書館Ｚ」を運営する赤松健先生にご講演いただき、出版という形式が再構築され

ている段階において、コンテンツ力ある絶版本を公開したことでマネタイズ以外にどういった作用が作家に生

まれたかなどを議論することができた。Amazonの Kindle Unlimitedや kindleをはじめとした電子書籍など、

紙媒体ではなく技術の発展に伴う書籍の媒体や取次を介した流通の仕組みが変わりつつある。電子書籍は書店

のスペースをとることなく販売でき、ペーパーレスで資源環境として優しいとも評価されているが、同時に海

賊版も多数存在し、全世界で広く流通しているのが現状である。また、日本の出版社が優先的に電子化するの

は「リクープ（電子化投資額を回収）可能なタイトル」が主であり、絶版書に至っては出版社が電子化する権

利を持っていない。この絶版書ジャンルを作者の収益に結びつけ、かつアーカイブとして正しく後世に残して

いくことは、電子書籍業界の急務であり、タイムリーな論点であった。 

 第六に、沖縄における産学連携のコーディネート活動を通した、沖縄に対する想いや若者に対する人材育成

の取り組みをご講演いただいた。（１）沖縄の産学官連携の歴史は、多くの夢や志を持った企業経営者、情熱

や誇りを持ちながらオンリーワンの研究に没頭する研究者、沖縄のビジョンや自立した地域振興を願う行政職

員、新しい公共として地域の課題に真剣に取り組みながら希望の光を照らす NPO等、そして、それらを繋ぐコ

ーディネーターが築き上げてきたものであり、現在もその想いが受け継がれ、日々、笑顔を忘れずにコーディ

ネート活動が行われていること、（２）沖縄でのコーディネート活動は、かつての琉球王国時代の先人たちが

そうであったように、国内にとどまらず、アジア、そして世界へとつながっていること、（３）こうした想い

は、次の世代に受け継がれ、新しい起業家・社会起業家が生まれてきていること、を理解することができた。 

 第七に、産産連携や学会等での産学連携を有効に活用した中国ビジネスの起業と展開についてお話しいただ

き、中国ビジネスについての理解を深めることができた。講師の永野様は中華人民共和国西安市の西北大学へ

の留学、流通経済大学卒業後、大企業等を経て、亜細亜大学大学院アジア・国際経営戦略研究科で MBA取得

後、東京和僑会事務局長に就任。その間、海外進出企業経営者等とのネットワークを構築され、日本企業の組

織を熟知した上で、2014年リテラシーズを起業され、中国ビジネスなどを展開しておられ、その後経験に基づ

くお話をいただくことができた。 



 全体セッションでは、日本では比較的馴染みが薄い欧州企業におけるイノベーションの取組をシーメンス、

ノキアを例として学び、IoT時代に向けて欧州レガシー企業がどのように進んでいるのかを現場取材などを踏ま

えた分析を伺うことにより、そのなかから IoT時代への新しい知財・標準化戦略はどうあるべきかを議論する

ことができた。IoT、ビッグデータ、AIなど技術革新の中、企業環境が 100年に一度ともいうべき歴史的転換点

を迎えている中、さまざまなイノベーションが生まれ、国際競争は熾烈化し、取り巻く環境は厳しく、そのチ

ャレンジは欧州のレガシー企業も例外ではないことを理解することができた。本日取り上げられた両社はそれ

ぞれ 170 年、150年の長い歴史を持つ欧州を代表するレガシー企業であるが、シーメンスには大胆な企業再編と

デジタリゼーションへの取組み、ノキアには基幹事業の端末部門を切り離し、ネットワークをもつアルカテ

ル・ルーセントを 2兆円で買収するなど、大胆な企業再編への取組を行っていることを理解することができ

た。 

 

 

  



第 188回知的財産マネジメント研究会（Smips） 報告書 

日時：2017年 6月 10日（土） 62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：大学発ベンチャーへの投資 

    講師：森田和彦様（大阪大学ベンチャーキャピタル株式会社 投資部長） 

 

○ 法律実務（LAP）分科会 （足立昌聡）：講義室Ｆ 

    テーマ：「知的財産推進計画 2017」について  

    講師：松村将生様（内閣府知的財産戦略推進事務局参事官補佐・弁護士） 

  

○ 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」についてのブレスト 

 

★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：クールジャパン機構について  

    講師：馳平 憲一 様（クールジャパン機構（（株）海外需要開拓支援機構） 経営企画・管理グルー

プ 経営企画部担当部長（広報戦略部担当部長を兼務）） 

 

★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Ｉ 

テーマ：クールジャパン機構について（ディスカッション） 

    講師：馳平 憲一 様（同上）  

  

○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：日本のオタク文化と似て非なる「海外のアキバカルチャー」その成り立ちと最新事情に迫る  

    講師：羽生雄毅様（インテグリカルチャー株式会社 代表取締役） 

 

○ 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：アカデミアの標的シーズとインタープロテインのプラットフォーム技術の融合により 

創薬生産性の向上を目指す 

    講師：小松 弘嗣 様（インタープロテイン株式会社 取締役兼事業開発本部長）  

 

○ 知財キャリア分科会 （上條由紀子・飛澤宗則）：講義室Ｅ 

テーマ：Why India? ：IT大国インドの魅力～なぜインドでグローバル人材が育つのか？～  

    講師：新野泰子様（ニイノリンク株式会社 代表取締役社長） 

 

 

 

（成果） 



分科会セッションでは、第一に、前回の東京大学協創プラットフォーム開発株式会社からのお話に引き続

き、大阪大学ベンチャーキャピタル株式会社・投資部長の森田和彦様に、大学発ベンチャーへの投資という観

点からお話をいただき、大阪大学と東大の比較をしてそれらの間の違いを理解することができた。 

第二に、「知的財産推進計画２０１７」の具体的な内容につき概要を解説していただくことで、その要点に

ついて理解を深めることができた。本年の推進計画は、(1)第４次産業革命（Society5.0）の基盤となる知財シ

ステムの構築、(2)知財の潜在力を活用した地方創生とイノベーション推進、(3)2020年とその先の日本を輝か

せるコンテンツ力の強化という３つの柱を立て、第４次産業革命への対応を急ぐとともに、様々な産業におい

て知財を活用することで、イノベーション創出、地方創生、文化創造を実現することを目指していることがわ

かった。中でも、(1)においてはデータ・人工知能の利活用促進による産業競争力強化に向けた知財制度の構

築、(2)においては「攻め」の農林水産業・食料産業等を支える知財活用・強化、(3)においては映画産業の振

興という施策が目玉となっていることがわかった。 

第三に、夏休み中に民間学童機関から実施要請されている「発明・発見教室」についてのブレインストーミン

グを行うことができた。今回は、昨年プラナリアを使って実施した「再生医療」か微生物を使った発明・発見に

フォーカスした企画がマッチするようであり、「再生医療」回の振り返りをしつつ、何を目的に、どのような内容

を伝え、子どもたちにどんな影響をもたらし価値を生むのかをブラッシュアップした。加えて「微生物から学ぶ」

というテーマに関する先行事例も参照した。 

第四に、全体セッションに引き続き、クールジャパン機構についてのフリーディスカッションを行い、議論

を深めることができた。 

第五に、留学先のオックスフォード大学でニコ動カラオケを開催するなど、海外のアキバカルチャーに溶け

込み、共に楽しんでいた経験を元に「OTAKUエリート 2020 年にはアキバカルチャーが世界のビジネス常識に

なる」を執筆なさった、インテグリカルチャー株式会社・代表取締役の羽生雄毅さんにお話をうかがい、日本

のオタク文化と海外のアキバカルチャーの違い／海外のアキバカルチャーの成り立ち／海外のアキバカルチャ

ーの最新事情、などについて理解を深めることができた。 

第六に、製薬系企業のみならず、アカデミアとの共同研究も積極的に推し進め、より効率的な創薬探索研究

を展開しているインタープロテイン社のお話をうかがい、効率的な活性化合物の同定を通じて創薬生産性のさ

らなる向上を図るための方法について理解を深めることができた。医薬品の研究開発における大きな課題の一

つとして「生産性の向上」が指摘されるようになってから既に長い年月が経過しているが、創薬研究開発に多

くの資源と長い年月を要しても画期的な医薬品がなかなか生まれてこないという状況が続いており、一部の研

究者からは「創薬標的の枯渇」という問題点も挙げられている。このような課題に対処するべく、インタープ

ロテインは、大阪大学発ベンチャーとして設立され、独自の技術として、標的ごとにユニークなコンピュー

タ・アルゴリズム（Structure-Based Scaffold Generation、SBSG®）で低分子化合物の in silicoスクリーニ

ングを行う INTerprotein’s Engine for New Drug Design（INTENDD®）を確立し、すでに多くの創薬標的に適

応してきた。また、ペプチド創薬の技術として、helix-loop-helix peptideという基本骨格を有するペプチド

医薬の実用化も進めている。これらの技術を適用する創薬標的をインタープロテインだけで同定するには限界

があることを踏まえ、有望な創薬標的の選定をスムースに進めることを目的として、アカデミアとの連携も数

多く実施している。さらに、INTENDD®をベースとした低分子の探索研究に関しては、AI（人工知能）を活用し

たプラットフォーム技術の確立に着手し、より効率的な活性化合物の同定を通じて、創薬生産性のさらなる向

上を目指している。 

第七に、グローバルに活躍する人材を多く輩出する国であるインドの魅力をご紹介いただき、ビジネスでイ

ンドに関わる際に役立つ実体験を交えたお話をいただくことで、インドにおいてビジネスを展開する上での留

意点について理解を深めることができた。また、「女性の想いや感性を活かした価値創造と女性の働き方の未

来を考える」というテーマにも言及していただき、議論を深めることができた。インドは 2020年までに人口が



世界一になると予測されており、人口大国のみならず、実質国内総生産もアメリカ・中国・EUの次に位置する

経済大国でもあります。また、インド人の海外における活躍も目覚ましく、NASAの科学者やアメリカの医師の

4割近くがインド人であり、世界的なビジネスシーンにおいてインド人を見かけることが最近確実に増えてきて

いるため、タイムリーな話題であった。 

全体セッションでは、日本の魅力ある商品・サービスの海外需要開拓に関連する支援・促進を目指し、2013

年 11月、法律に基づき官民ファンドとして設立された、クールジャパン機構についてのお話をうかがい、日本

のクールジャパン戦略、国を挙げて取組を行う理由とその背景、諸外国の動向、クールジャパン機構の設立の

背景、クールジャパン機構の取組など、我が国の政策としてのクールジャパン戦略について理解を深めること

ができた。 

 

  

  



第 189回知的財産マネジメント研究会（Smips） 報告書 

日時：2017年 7月 8日（土） 82名参加 

 

★13:00－14:30 セッション１ 

① 法律実務（LAP）分科会 （足立昌聡）：講義室Ｌ 

   テーマ：「技術と法律」～データの利活用とデジタル時代の法律設計 第一部  

・日置 巴美 様（弁護士法人内田・鮫島法律事務所 弁護士） 

「データ駆動社会におけるデータ取引とコンプライアンス」 

・足立 昌聡 様（弁護士、法律実務（LAP）分科会 オーガナイザー） 

「データ取引の知的財産法の側面」 

 

★15：00－16：30 ② 全体セッション：講義室 Ｌ 

   テーマ：「技術と法律」～データの利活用とデジタル時代の法律設計 第二部 LT（Lightning Talks） 

・隅藏 康一（政策研究大学院大学 教授） 

「オープニングトーク：技術と法律」 

・芝尾 幸一郎 様（ソフトウエアエンジニア） 

「可視化法学の概要、ソフトウェアプログラマーから見た code(ソースコード)≒code(法令)について」 

・武内 満 様（hi-farm Laserist, programmer） 

「ライブ演出でのレーザーや電波を発する際、国内外の電波法などの規制をどう気づき安全を確保するか」 

・新井 秀美 様（パロット行政書士事務所 行政書士、Smipsエンタメと知財分科会 オーガナイザー） 

「法律の壁を乗り越えるスタートアップ事例紹介」 

 

★17：00－18：30 セッション２ 

③ 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：「技術と法律」～データの利活用とデジタル時代の法律設計 第三部 LT続  

・柏木 亮二 様（株式会社 野村総合研究所 金融 ITイノベーション事業本部 FinTech研究室 上級研究員） 

「レギュラトリー・サンドボックスの概要」 

・渥美 俊英 様（社団法人クラウド利用促進機構 運営委員） 

「メガバンクがパブリッククラウドを採用する背景～クラウドと金融庁/FISCの最新動向」 

・日置 巴美様（弁護士法人内田・鮫島法律事務所 弁護士） 

「技術と法律は友好関係を築けるか？～生体情報、データ分析を射程に捉える個人情報保護法から考える」 

 

④ 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：「第４次産業革命のためのＩｏＴ戦略」 

－ＩｏＴデータ流通市場を支えるべきデータ所有権とブロックチェイン―  

    講師：久野敦司様（ＰａｔｅｎｔＩｓｌａｎｄ株式会社 代表取締役社長） 

 

⑤ 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：当事者の視点でイノベーションのための(産学)連携のカタチを考える 

～見えやすい部分から見えにくい部分を見つめて～ 

講師：池田雅春様（アナロジー＆アーツ）  

⑥ 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」に関する検討、その他 

 

（成果） 

第一に、法律実務分科会では、本年 5 月 30 日から全面施行となった改正個人情報保護法について、データの

流通と積極的活用の観点からご説明いただくとともに、データ取引の知的財産法の側面から、現行法上の課題か

ら今後の不競法、著作権法との改正動向についての情報提供をいただいたことを踏まえて、データ利活用のコン

プライアンスをどう担保するかについて議論し、理解を深めることができた。 

第二に、全体セッションでは、次のような事項がテーマとなり、議論を行うことができた。ソフトウェアプロ

グラマーの視点から見て法律をどのように体系化・再整理することができるか、ライブ演出でのレーザーや電波

を発する際に国内外の電波法などの規制をどう気づき安全を確保するか、ならびに、法律の壁を乗り越えるスタ

ートアップ事例の紹介を踏まえて、技術と法律の相互関係についての理解を深めることができた。 

第三に、エンタメと知財分科会では、次のような事項がテーマとなり、議論を行うことができた。レギュラ

トリー・サンドボックスの概要、メガバンクがパブリッククラウドを採用する背景、生体情報・データ分析を

射程に捉える個人情報保護法の紹介を踏まえて、技術と法律は友好関係を築けるかについての考察を深めるこ

とができた。 

第四に、特許戦略工学分科会では、日本が第 4次産業革命に生き残り発展していくためにはデータ利活用の促

進に関してどのような戦略を採用すべきかについて、議論することができた。また、具体的な知財業務の観点か

らは、ブロックチェインがＩｏＴデータ流通市場においてどのように活用できるかについての私案を提示してい

ただき、それに基づいて討論を行うことができた。 

第五に、産学連携分科会では、「イノベーションのＳ字カーブの立ち上がり部分」に遭遇し、実務的な経験をし

た講師からのお話をうかがうことで、イノベーションのために必要な連携のあり方についての理解を深めること

ができた。 

第六に、知識流動システム分科会では、夏休み前・中に小学校や民間学童機関から実施要請されている「発明・

発見教室」についてのブレインストーミングを行うことができた。また、7 月 10 日に開催される「内閣府 知財

創造教育推進コンソーシアム検討委員会」での議論内容についても報告がなされ、知財創造教育についての理解

を深めることができた。 

 

  

  



第 190回知的財産マネジメント研究会（Smips） 報告書 

日時：2017年 10月 14日（土） 46名参加 

 

★13:00－14:30 セッション１ 

 

○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：エンジニアと法律家をつなぐ codeとお互いを学べる書籍について 

講師：山形浩生様（翻訳家；野村総合研究所 上級コンサルタント） 

 

○ 法律実務（LAP）分科会 （足立昌聡）：講義室Ｆ 

    テーマ：著作権法はイノベーションの邪魔をする？！  

    講師：城所岩生様（国際大学 GLOCOM客員教授、米国弁護士） 

  

★15：00－16：30 全体セッション：講義室 Ｌ  

    テーマ：知財の謎を追う！－『楽しく学べる「知財」入門』の著者が語る知財事件の裏話  

    講師：稲穂健市（稲森謙太郎）様（東北大学 研究推進・支援機構 特任准教授・弁理士） 

 

★17：00－18：30 セッション２ 

 

○ 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Ｌ 

テーマ：『楽しく学べる「知財」入門』の未掲載事例を活用した知財発想塾 

    講師：稲穂健市（稲森謙太郎）様（東北大学 研究推進・支援機構 特任准教授・弁理士）  

 

（成果） 

第一に、エンタメと知財分科会では、法律と技術の関係をテーマとして、セッションを開催した。法律側は

インターネットの普及とともにかつての法律規制の趣旨や法律設計を技術の見通しをしつつバランス感覚をも

って、問題が起きてからではなく技術に搬送するように適度なスピード感で問い直す必要性が出てきている。

また技術側も書籍でも追いきれない様々なプログラミング技術がでてきているので、社会順応や海外対応も含

めインターネットと知財と技術がパラレルに把握することがより求められつつある。そこで、ローレンス・レ

ッシグ著「CODE」を始め、さまざまな経済書などの翻訳書を多数手がけていらっしゃる山形様を迎え、情報提

供をお願いした。既存の法律が技術革新を妨害しないか、技術革新があるべき法の趣旨を無視してしまわない

かは紙一重であるが、2001年に出版された日本語訳書を手がけられた山形様から、「CODE」の内容を現在の状

況に合わせてアップデートしていただき、ITと社会との関係について理解を深めることができた。 

第二に、法律実務分科会では、国際大学 GLOCOM客員教授・米国弁護士の城所岩生様に、「著作権法はイノベ

ーションの邪魔をする？！」と題して、日本の厳しい著作権法がイノベーションを阻害し得る場面について、

イノベーションに好意的な著作権法を持つアメリカと対比して紹介していただいた。日本の著作権法について

は、直近の機械学習のトレンドにおいては有利な権利制限規定であるとの指摘がある一方で、従来から新しい

ビジネスモデルの足枷となってきるとの指摘もあり、批判的な見地から著作権法を検証することができた。 

第三に、全体セッションでは、『女子大生マイの特許ファイル』『すばらしき特殊特許の世界』などの知財

啓発書で知られる稲穂健市（稲森謙太郎）氏が刊行した、知的財産権について網羅的に解説した最新刊『楽し

く学べる「知財」入門』を題材として、同書に掲載された著名な事例やユニークな事例を通じて「模倣」とい

う切り口から様々な知的財産権に関する理解を深めることができた。 



第四に、特許戦略工学分科会では、全体セッションから引き続き、『楽しく学べる「知財」入門』の著者で

ある稲穂健市（稲森謙太郎）氏にご登壇いただいた。諸事情により同書に掲載できなかった未掲載事例をご紹

介いただき、その顛末について推理することで「知財的な発想力」を広げることができた。 

 

  

  



京都における研究会 報告書 

 

日時 ： 2017年 10月 27日（金）１９：００～２１：００ 

場所 ： キャンパスプラザ京都 4階 第３講義室 

    （京都市下京区西洞院通塩小路下る東塩小路町 939） 

参加者：24名 

話題提供者： 福嶋 路 氏（東北大学大学院経済学研究科教授  地域企業論担当） 

テーマ：「繁栄するエコシステムとは？：人の循環と地域文化」 

 

 本研究会では、まずは、テキサス州オースティンが数十年をかけて有数のハイテク企業が立地する地域に変

貌を遂げた過程を観察した研究を踏まえて、大企業からスピンオフしたベンチャー企業群がエコシステムを形

成するというメカニズムが世界的な傾向となっていることについてお話しいただいた。 

 その上で、最近注目しているというサンディエゴのクラスターを取り上げていただいた。サンディエゴの主

要産業はバイオ産業・ゲノム産業である。サンディエゴのスピンオフ状況を観察したところ、多くがサンフラ

ンシスコに転出してエコシステムの形成に向かっていないということが判明した。この事例を取り上げていた

だくことにより、地域クラスター間の相互作用について理解することができた。 

 

  

 

 

  



第 191回知的財産マネジメント研究会（Smips） 報告書 

日時：2017年 11月 11日（土） 44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：オリンピック・パラリンピックでの使用に東大の技術を無償開放 

講師：山本貴史オーガナイザー（東大 TLO代表取締役社長） 

○ 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：今後の活動についての打ち合わせ 

 

★15：00－16：30 全体セッション：講義室 Ｌ 

    テーマ：実はスゴイ！ 知財の世界 ＝企業経験者の立場で，ザックリ俯瞰！＝  

    講師：菅田 正夫 様（知財コンサルタント&アナリスト） 

 

★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Ｌ 

テーマ：実はスゴイ！ 企業の知財活動 ＝企業経験者の立場から診ると・・・＝ 

    講師：菅田 正夫 様（知財コンサルタント&アナリスト）  

○ 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：中小企業の知的財産戦略と産学連携活動支援 

    講師：松平 竹央 様（知財経営研究社 代表）  

 

（成果） 

セッション１では、第一に、東大 TLOが提案し東大で採択された、オリンピック・パラリンピックの使用に

限定して東大の技術を無償開放するという企画について、話題提供があった。特許のライセンスで収益をあげ

るはずの TLOがなぜ無償開放をするのか、無償開放によりどのような効果が期待できるのか、実際にオリンピ

ックやパラリンピックで使えそうな技術ってあるのか、等について理解を深めることができた。 

第二に、来年後半に計画している、ワークショップを企画・実施する人材が集まる催し等について、具体的

な打ち合わせを行い、計画を煮詰めることができた。 

全体セッションでは、キヤノンご出身で知財コンサルタント&アナリストの菅田正夫様のご講演を伺い、企業

活動と知財戦略、企業活動における特許情報分析の役割、自社の技術／製品を知財で守ることの意義、等につ

いて理解を深めることができた。 

セッション２では、第一に、全体セッションに続いて、菅田正夫様にご講演いただき、企業活動における知

的財産活動とは、「賢い知的財産戦略」とは、何からどう始めるのが良いか、等について理解を深めることが

できた。 

第二に、松平竹央様（知財経営研究社代表）に、中小企業診断士という立場で取り組んでおらる、中小企業

に対する知的財産戦略の支援、産学連携による事業開発の支援について、事例を交えてご紹介いただき、どの

ような支援が可能でありどのような効果が期待できるのかについて、理解を深めることができた。 

 

 

 



  

  



第 192回知的財産マネジメント研究会（Smips） 報告書 

日時：2017年 12月 9日（土） 32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Ｆ 

テーマ：知的財産と下請法の関係 

講師：足立オーガナイザー 

 

★15：00－16：30 全体セッション：講義室Ｆ 

テーマ：アイデア創出の技術  

   講師：石井 力重 様（アイデアプラント 代表） 

 

★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Ｆ 

テーマ：ブレインストーミングを極める 

    講師：石井 力重 様（アイデアプラント 代表）  

 

（成果） 

セッション１では、知的財産と下請法の関係について、ディスカッションを行った。下請法、正確には下請代金

支払遅延等防止法は、親事業者の下請事業者に対する取引を公正ならしめることを目的に、単に代金の支払いのみな

らず、情報成果物の取扱いなどもその対象とした法律である。一部の企業によるスタートアップ等への理不尽な知財

関連条項の押し付けは、独禁法や下請法に抵触することがあることについて、理解を深めることができた。 

全体セッションでは、大企業やベンチャー企業の創造研修で行っているブレインストーミングのやり方を、

参加者が体験した。アイデア創出、アイデア改良の基本所作、臨機応変なブレスト方法についての、実践中心

のセッションとなった。「ブレストの前に 5分で創造的関係性を作るツール」“ブレインストーミング・カー

ド”他を利用して、イノベーションの様々な場面で有利になるスキルを体験しながら学ぶことができた。 

 セッション２では、全体セッションに続いて、石井 力重 様にご登壇いただき、多様なブレインストーミン

グ・スタイルを紹介していただいた。アイデア出しの得手・不得手にかかわりなく、それぞれの参加者が、個

人やチームの創造力をよく活用するヒントを得ることができた。 

 

  

第 193回知的財産マネジメント研究会（Smips） 報告書 



日時：2018年 1月 13日（土） 144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）/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）共催：講義室Ｆ 

    テーマ：UNITTの取り組みや産学連携活動に関する思い 

    講師：福田 猛 様（一般社団法人 大学技術移転協議会（UNITT）事務局長） 

 

★15：00－16：30 全体セッション：講義室Ｆ 

テーマ：ひとりひとりの知識や技能を『つなげる』『活かす』  

    SDG13 (気候変動）&14（海洋資源）をレゴ®シリアスプレイ®を活用して考える（１）  

講師：山形 俊男 様（国立研究開発法人海洋研究開発機構 特任上席研究員） 

講師：東 孝彦 様（LEGO®SERIOUS PLAY®公認ファシリテーター） 

ファシリテーター：岩崎 茜 様（国立環境研究所 社会対話・協働推進オフィス 科学コミュニケータ

ー） 

 

★17：00－18：30 セッション２ 

○ 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：ひとりひとりの知識や技能を『つなげる』『活かす』  

SDG13 (気候変動）&14（海洋資源）をレゴ®シリアスプレイ®を活用して考える（２） 

    講師：東 孝彦 様（LEGO®SERIOUS PLAY®公認ファシリテーター） 

 

○ 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Ｆ 

テーマ：温故知新「ニコラ・テスラの特許戦略」 

    講師：永井オーガナイザー  

 

○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：ブロックチェーン技術について 

講師：竹井 悠人 様（株式会社 TKI 代表取締役）、中村 智浩 様（AnyPay 株式会社 取締役 CTO） 

 

○ 知財キャリア分科会 （上條由紀子・飛澤宗則）：講義室Ｉ 

ゲスト：鄭 成昌 様（韓国大使館 参事官（特許官）） 

 

（成果） 

セッション１では、一般社団法人 大学技術移転協議会（UNITT）の事務局長を長年お勤めいただき近く退任

なさる福田様から、これまでの UNITTの取り組みや産学連携活動に関する思いをご報告いただき、日本の産学

連携の歴史的経緯と同協議会の活動について理解することができた。 

全体セッションでは、気候変動と海洋資源研究者をお招きた。講師の山形様は、海洋変動や大規模な大気海

洋相互作用現象（エルニーニョやダイポールモード現象など）のモデリングと変動予測、惑星流体中の非線型

渦などの研究に取り組んでいらっしゃる。講師の東様は、2005年国際的な美術イベント：横浜トリエンナーレ

でのボランティアをきっかけに、美術を通して社会が変わるという信念のもと、会社員の傍ら、企業と美術を

つなぐメディエーターやファシリテーターとして活動なさっている。ファシリテーターの岩崎様は、大学院で



環境倫理学を学び、日本科学未来館の科学コミュニケーターを経て現職であり、研究と社会とをつなぐ媒介者

となり、環境に関わる様々な双方向対話に取り組んでいらっしゃる。このセッションにより、SGDsと学術との

かかわりを俯瞰し、世界的な動きや研究者が取り組む専門分野における SGDs対応について理解を深めることが

できた。 

セッション２の KMS分科会では、レゴ®シリアスプレイ®を活用して、参加者の皆さまと共に、レゴで造型を行

いながら議論を進める形式のワークショップを実施することで、SDGｓの課題を“自分ごと”として捉え、議論

を深める手法について学ぶことができた。 

特許戦略工学分科会では、今日の交流送電システムの生みの親であり、物理単位Ｔにその名を残しているニ

コラ・テスラについて学び、特許を米国で 100件以上取得していること、エジソンとの電流戦争、無線のマル

コーニとの先発明の争い等、歴史的経緯を知ることができた。こうした知見は現在の発明と特許制度を巡る政

策論議を行う再にも大いに参考になるものである。 

エンタメと知財分科会では、ブロックチェーン技術をテーマとした。ブロックチェーン技術の普及につい

て、基礎的な知識から今後の利活用について、決済のスタートアップに携わるお二人からお話をうかがい、そ

ブロックチェーン技術が広まって利用されるようになったことでどのような新たな世界が見えるようになって

きたのか、今後どのような活用が期待できるのか、について俯瞰し、理解することができた。 

知財キャリア分科会では、韓国の知財専門家である鄭 成昌 様をゲストに迎え、今後の日韓の知財制度に関

する協力体制のあり方等について意見交換を行うことができた。 

 

  

 


