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2014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 

2015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。 

 

第 156回知的財産マネジメント研究会（Smips） 

日時 2014年 4月 12日（土） 

第 157回知的財産マネジメント研究会（Smips） 

日時 2014年 5月 10日（土） 

第 158回知的財産マネジメント研究会（Smips） 

日時 2014年 6月 14日（土） 

第 159回知的財産マネジメント研究会（Smips） 

日時 2014年 7月 12日（土） 

第 160回知的財産マネジメント研究会（Smips） 

（第 14回 知的財産・産学連携ワークショップ として開催） 

日時 2014年 9月 13日（土） 

第 161回知的財産マネジメント研究会（Smips） 

日時 2014年 10月 11日(土) 

第 162回知的財産マネジメント研究会（Smips） 

日時 2014年 11月 8日(土) 

第 163回知的財産マネジメント研究会（Smips） 

日時 2014年 12月 13日(土) 

第 164回知的財産マネジメント研究会（Smips） 

日時 2015年 1月 10日(土) 

第 165回知的財産マネジメント研究会（Smips） 

日時  2015年 2月 7日(土) 

各回の詳細なプログラムは次ページ以降に記載。 

※ 参加者数（受付にて名簿リストにチェックする形でカウント。）：のべ 568名が参加。 
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第 156 回知的財産マネジメント研究会（Smips） 開催概要 

日時：2014 年 4 月 12 日（土） 場所：政策研究大学院大学 5F 参加費：無料 

 

★10:30－12:00 （この日特例的に設けられた時間帯） 

・知識流動システム（KMS）分科会（オーガナイザー：藤井優子・長谷川実里・西村由希子）：講義室 Ｉ 

今年度の活動に向けて体制やコンテンツなど打ち合わせを行った。小学生の向けの発明発見教室の運営や、

ここで用いる絵本の作成、読み聞かせ等の活動を行った。 

 

★13:00－14:30 セッション１ 

・Smips イントロダクション（総合オーガナイザー：隅藏康一）：講義室 Ｌ 

はじめてご参加の方々向けに、Smips のこれまでの活動や各分科会の紹介をした。 

・フードビジネス分科会（オーガナイザー：塚田周平、島田宝宜）：講義室 Ｆ 

本年度の活動(食産業現場の調査)について具体的な方法の決定をした。最初に１５分ほど当会の紹介を兼

ねて本年度の方針を話し、その後、ご参加の方々と具体的な内容について相談した。 

 

★15：00－16：30 全体セッション：講義室 L 

テーマ： ハイテク・クラスターの形成とローカル・イニシアティブ～テキサス州オースティンの奇跡はなぜ起こっ

たか 

講師：  福嶋路様（東北大学経済学研究科教授） 

 

★17：00－18：30 セッション２ 

・特許戦略工学分科会（オーガナイザー：赤間淳一・片岡敏光・安彦元・久野敦司・岡崎邦明・永井隆）：講義室 

Ｌ 

テーマ： コミュニケーションゲームを通じて組織アセスメントを学ぶ 

講師：佐野之泰様（佐野社会保険労務士・行政書士事務所所長）、岡崎邦明様（アルゴソフト代表） 

コミュニケーションの良し悪しが、仕事やプロジェクトの「成功と失敗」・「勝利と敗北」を決める大きな要因とな

っている。知財戦略を効果的に進めるためにも、コミュニケーションの向上を図り、関連組織を活性化することが

求められている。 

特許戦略工学分科会では、2014 年 1 月 11 日佐野先生のご指導のもと、3 チームに分かれて「コミュニケーシ

ョンゲーム」を実施し、コミュニケーションの良し悪しが、勝敗を決める第一の要素であることを学んだ。この会で

はそれを踏まえて、その 3 チームによる「コミュニケーションゲーム」の結果と「組織アセスメント」を比較し、コミュ

ニケーションをよくする人材の組み合わせ・組織活性化の留意点などについて説明した。そして、出席メンバーで

ディスカッション・意見交換をした。結果分析には、岡崎オーガナイザーの石垣理論に基づく気質分析、組織分

析を使った。 

・知財キャリア分科会（オーガナイザー：上條由紀子・楠浦崇央）：講義室 Ｆ 

テーマ： URA と知的財産 

講師： 原田隆様（福井大学 URA オフィス リサーチアドミニストレータ） 

  

http://www.smips.jp/nishimura.jpg
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第 157 回知的財産マネジメント研究会（Smips） 開催概要 

日時：2014 年 5 月 10 日（土） 場所：政策研究大学院大学 5F 参加費：無料 

 

★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（オーガナイザー：山本貴史）：講義室 Ｌ 

テーマ： 北米大学技術マネージャー協議会（AUTM）2014 年次大会参加者による参加報告 

～産学連携、知的財産、技術移転実務者にとって AUTM はどのように有益か？～ 

昨年に引き続き、AUTM 副会長補佐（日本会員担当）を含む、サンフランシスコで開催された AUTM2014 年次

大会に日本から参加した実務者を講師として招へいし開催した。 

講師： 

・加藤浩介様（大阪大学）：AUTM とは？（年次大会、各種研修コース、会員サービスの概要）、AUTM を活用して、

技術移転プロフェッショナルの国際認定（RTTP）を受ける方法 

・井原桃子様（東京大学 TLO）：AUTM2014 年次大会で聴講したセッションの概要と得られた知見の活用方法

（１） 

・松本弥生様（塩野義製薬）：AUTM を有効活用する方法 

・井門孝治様（理化学研究所）：AUTM2014 年次大会で聴講したセッションの概要と得られた知見の活用方法

（２） 

・鈴木睦昭様（国立遺伝学研究所）：AUTM Asia 2014 では、どのような議論が行われ、どのようなメリットがある

か？ 

・法律実務（LAP）分科会（オーガナイザー：足立昌聡）：講義室 Ｅ 

 テーマ： ベンチャー企業と職務発明 

出資者・買収者（主に海外企業）から依頼を受けて、オーガナイザー自身が国内ベンチャー企業の評価を行っ

ている立場から、ベンチャー企業における職務発明の取扱いのあり方について、ディスカッションを行った。全員

の顔の見えるベンチャー企業であっても、従業員を信頼し、職務発明の扱いをおろそかにしていると、出資受入

や買収、新規株式公開（IPO）の場面でネガティブな評価を受けてしまうことがある。職務発明制度の改正の議

論にも言及した。 

・知識流動システム（KMS）分科会（オーガナイザー：天元志保・西村由希子・長谷川実里・藤井優子）：講義室 Ｉ 

これまで継続して実施している江東区立東川小学校の生徒に向けた発明発見教室（今年は 7 月と 10 月の 2

回実施する予定）のテーマや内容などについて話し合った。 

・研究現場の知財分科会（オーガナイザー：山田光利）：講義室 Ｆ 

テーマ： 新しい学問分野を切り拓くのは誰か？ 〜食用昆虫科学研究会の挑戦の日々〜 

講師：佐伯 真二郎様（食用昆虫科学研究会 会長） 

本講演では、「ヒトは昆虫を食べるべきか」を研究する「昆虫食研究」という具体的な事例を基に「学問を大学

の外で深めること」のメリットとデメリットを提示するとともに、当研究会のこれからの戦略や、将来のあり方を参

加者の皆さんと一緒に討論した。 

 

★15：00－16：30 全体セッション：講義室 L 

http://www.smips.jp/nishimura.jpg
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 テーマ： ：「モノづくり企業を活性化する４つの秘訣」～ネジザウルスＧＴの開発から得られた「ＭＰＤＰ」～ 

 講師： 高崎充弘様（株式会社エンジニア 代表取締役社長、知的財産教育協会 中小企業センター長） 

講師は、日本の優秀なモノづくり中堅・中小企業が、下請けや孫請けとして大企業に依存するのではなく、独自

の製品を開発しドイツのように世界企業になって欲しいと思っている。そのような産業構造に転換出来れば、日

本の強みが１００％発揮できると考えている。そこで講師は「ＭＰＤＰ理論」というモノづくり企業を活性化する４つ

の要素を提唱している。2009 年に同社が開発したネジザウルスＧＴという製品はそれまでのネジザウルスシリー

ズに比べて５倍以上の大ヒット商品となった。このヒットの要因を詳細に分析した結果得られたのが、Ｍ（マーケ

ティング）、Ｐ（パテント）、Ｄ（デザイン）、Ｐ（プロモーション）という４つの要素の存在であった。これらＭＰＤＰが融

合した時に、大ヒット商品が誕生すると確信した。日本のものづくり企業を活性化する４つのＫＳＦであると考えて

いる。 

 

★17：00－18：30 セッション２ 

・知財キャリア分科会（オーガナイザー：上條由紀子・楠浦崇央）：講義室 Ｆ 

テーマ：今後の科学技術イノベーション政策の方向性と「夢ビジョン 2020」について 

講師：斎藤卓也様（文部科学省 大臣官房 政策課 評価室長）  

文科省の「政策のための科学事業」や戦略立案の改革、オリンピックに向けた夢ビジョンの検討などについてご

紹介いただき、意見交換を行った。 

・特許戦略工学分科会（オーガナイザー：赤間淳一・片岡敏光・安彦元・久野敦司・岡崎邦明・永井隆）：講義室 

Ｌ 

テーマ「高崎講師を囲んでのフリーディスカッション」 

講師：高崎充弘様（株式会社エンジニア 代表取締役社長、知的財産教育協会 中小企業センター長） 
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第 158 回知的財産マネジメント研究会（Smips） 開催概要 

日時：2014 年 6 月 14 日（土） 場所：政策研究大学院大学 5F 参加費：無料 

 

★13:00－14:30 セッション１ 

・法律実務（LAP）分科会（オーガナイザー：足立昌聡）：講義室 F 

 テーマ： MTA（資材提供契約） 

MTA は、企業間に止まらず、産学連携などの場面においてもライセンス契約に次いでよく出会う契約であるが、

ライセンス契約や売買契約との違いを正しく認識しなければ、その後の共同研究や成果物の取扱いでのトラブ

ルの原因となり得る。そこで今回は、ある細胞株の提供を想定し、MTA のひな形をベースにディスカッションを行

った。 

・知識流動システム（KMS）分科会（オーガナイザー：藤井優子・天元志保・長谷川実里・西村由希子）：講義室 Ｉ 

テーマ：発明発見教室について 

今回は、7 月 12 日（土）の午前中に実施を予定している江東区立東川小学校の生徒に向けた発明発見教室

について話し合った。テーマは、食品保存の流れから「冷やす」ことについてであり、具体的な内容検討や実験

テストを行った。 

・研究現場の知財分科会（オーガナイザー：山田光利）：講義室 L 

テーマ：誰もが研究する時代の到来  〜これからの未来をつくる「野生の研究者」の生態に迫る〜  

講師：湯村 翼 様（PhysVis 代表／明治大学総合数理学部研究支援者） 

本講演では、「野生の研究者」について考えるきっかけとなった、ニコニコ学会βというコミュニティでの事例を

紹介し、野生の研究者はいつどうやって研究しているのか？、野生の研究者が研究するモチベーションは何

か？、誰もが研究する時代にはどんなことが起こるか？などの話題について、いま盛り上がりをみせている IT勉

強会文化やMakers 文化などを絡めながら、社会人博士およびフリーランスエンジニアという立場からお話しを伺

った。 

 

★15：00－16：30 全体セッション：講義室 L 

 テーマ：脳科学・無線技術の新しい技術シーズの知財にどう取り組むか 

 講師：酒井 將行 様（(株)国際電気通信基礎技術研究所（ＡＴＲ）経営統括部 知的財産チームリーダ 

講師は、企業の研究所で発明を創作する立場を経た後、約２０年間、知的財産にかかわってきた。特に、最近

の３年間は、民間の研究所（ＡＴＲ）で、生まれてくるアイディアの保護に携わっている。講師が痛感するのは、グ

ローバル化といわれる状況に対応するには、日本語の壁を取り払い、最初から、海外での権利化を想定した活

動が必要なことである。特に、翻訳コストの問題に対してコンピュータに何ができるかという観点から、お話を伺

った。 

 

★17：00－18：30 セッション２ 

・特許戦略工学分科会（オーガナイザー：赤間淳一・片岡敏光・安彦元・久野敦司・岡崎邦明・永井隆）：講義室 L 

テーマ： 講演者酒井様による 30 分間スピーチ「特許出願翻訳でのコンピュータエイディッド処理の可能性」＆ 

酒井様を囲んでのフリーディスカション 

 講師：酒井 將行 様（(株)国際電気通信基礎技術研究所（ＡＴＲ）経営統括部 知的財産チームリーダ 

http://www.smips.jp/nishimura.jpg
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・フードビジネス分科会（オーガナイザー：塚田周平、島田宝宜）：講義室 I 

テーマ：今後のスケジュールの決定 

今期は、関東の流通、生産現場を回ることとしたので、今回は場所の決定と具体的なスケジュール決定を行

った。 
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第 159 回知的財産マネジメント研究会（Smips） 開催概要 

日時：2014 年 7 月 12 日（土） 場所：政策研究大学院大学 5F 参加費：無料 

 

★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 D 

 テーマ： 「イノベーションの事例と定義」 

講師：隅藏 康一（Smips 総合オーガナイザー、GRIPS/NISTEP） 

 度々、イノベーションについて議論が起こるが、イノベーションをどのように定義するかで、その内容や方向性

も変わってくる。そこで、今回はイノベーションをどのように定義するかという解説をしたうえで、ディスカッションを

行った。 

・法律実務（LAP）分科会（オーガナイザー：足立昌聡）：講義室 Ｅ 

 テーマ： 「ベンチャー企業との取引」 

企業間、産学間を問わず、ベンチャー企業を相手にした共同研究やライセンスには、ベンチャー特有のリスク

や考慮事項がある。同様に、ベンチャー側も、ベンチャー企業としての今後の Exit 戦略を考慮した上で、留意し

なければならない事項が多々ある。独立系ベンチャー、大学発ベンチャーの２つを想定し、大学との共同研究及

び大学の特許のライセンスの契約交渉を題材に、ケーススタディを行った。 

・知識流動システム（KMS）分科会（オーガナイザー：藤井優子・天元志保・長谷川実里・西村由希子）：講義室 Ｉ 

テーマ：「第一回実験教室の振り返りと、次回実施計画」 

本年度の第一回として 7 月 5 日に実施した江東区立東川小学校の生徒向け発明発見教室には、14 名の生徒

さん＋保護者の方々が参加なさった。今回は、第一回実験教室の振り返りと、10 月 18 日（土）に同校で実施す

る第二回の内容などについて話し合った。 

・研究現場の知財分科会（オーガナイザー：山田光利）：講義室 F 

テーマ：「博士課程への進学ではなく NPO 設立を選んだ理由 〜研究と実践をつなぐサイクルを作るために〜」 

講師：山田 小百合様（NPO 法人 collable 代表理事） 

講師の研究テーマは、国籍・性別・障害の有無など、様々なバックグラウンドを持つ人が共に何かを生み出す

「インクルーシブデザイン」を教育分野（学習環境デザイン）に応用することである。日本の教育現場では、多様

な人たちと学ぶ機会と環境がまだまだ少ないのが現状である。インクルーシブデザインを用いた教育をワークシ

ョップ等として実行し、そこで生まれた知見を学会発表や論文としてまとめ、実践と研究の両面から社会にアプロ

ーチするために、NPO 法人 Collable を立ち上げ、これまで何をして、これから何をしようと考えているのかをお話

しいただいた。研究と実践を繋ぐサイクルの作り方について、議論を行った。 

 

★15：00－16：30 全体セッション：講義室 D 

 テーマ：研究者とお金の話 「研究応援プロジェクト」というリバネス流の市場の拓き方 

  講師：吉田 丈治 様（(株)リバネス） 

研究者 15 人で 2002 年にリバネスという会社を立ち上げた。当時ほとんど存在しなかった教育現場に市場を

創り、最先端科学と子どもたちを結びつけながらビジネスを展開。理系の研究者のみで創業より 12 年やって来

ることが出来た。今回は、同社の「研究応援プロジェクト」という研究現場を支援するチームのいくつかのチャレン

ジについての事例を紹介しながら、研究者がもっと自由に・イノベーティブな活動に従事する環境作りについて

http://www.smips.jp/nishimura.jpg
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意見交換が行われた。リバネス研究費、研究者とのタイアップ事例、研究者へのニーズと社会との壁、テックプ

ランター、研究者クラウドソーシング ResQue(レスキュー)など。 

 

★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 

・知財キャリア分科会（オーガナイザー：上條由紀子・楠浦崇央）：講義室 D 

テーマ：「知財とイノベーション」  

講師：竹林 一 様（ドコモ・ヘルスケア株式会社代表取締役社長） 

ドコモ・ヘルスケア株式会社において、新しいかたちの健康プラットフォーム「わたしムーヴ(WM)」を構築され、

新時代の健康管理サービスの展開を進めていらっしゃる竹林社長に、イノベーション、知的財産といったキーワ

ードでお話を伺った。健康管理サービスのお話のみならず、ご自身のキャリア、今後のビジョンなどについてもお

話を伺いながら、参加者とディスカッションを行った。 

・産学連携分科会（オーガナイザー：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：「課題解決のための対話〜フューチャー・センターというファシリティー〜」 

 講師：難波美帆 様（北海道大学 創成研究機構 URA ステーション 特任准教授） 

今回は、昨年度北海道で起きたことを中心にお話を伺った。昨年度、北大は URA が中心になり、「大学等シー

ズ・ニーズ創出強化支援事業（イノベーション対話）」に参加し、米国発のフューチャー・サーチの手法やオランダ

発のフューチャー・センターの機能を試行した。オランダではファシリテーター＝課題解決できる（助ける）人とい

う意味で使われていた。大学、産学連携、地域などの課題解決にあたる URA にとって、「イノベーション対話」の

手法と実践は大変役に立つものであった。 

・特許戦略工学分科会（オーガナイザー：赤間淳一・片岡敏光・安彦元・久野敦司・岡崎邦明・永井隆）：講義室 

E 

テーマ：「ルーズヴェルト・ゲーム」を題材にして特許戦略を考える」 

講師：岡崎オーガナイザー モディレータ：片岡オーガナイザ 

『ルーズヴェルト・ゲーム』は、今日の日本のメーカーが抱えている市場低迷、競争激化、リストラなど、崩壊寸

前の危機、問題を見事に描いている。そこで、このバーチャルなストーリーと、リアルな実際に存在する某企業に

ついて、企業戦略、知財戦略の観点、人物分析を岡崎オーガナイザが行ったので、その対比した分析結果を発

表していただいた。オリンピック・パラリンピックを６年後にひかえ、日本のメーカー、大学等がイノベーション逆転

劇を実際に実現する方策について、ディスカションを行った。 

第一部：『ルーズヴェルト・ゲーム』に見る企業戦略と人物分析、第二部：ベンチャー知財の組織体制、第三

部：フリーディスカション 
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Smips ワークショップ 2014 

「ラボノートとこれからの研究環境」 

（第 14 回知的財産・産学連携ワークショップ；第 160 回知的財産マネジメント研究会） 

 

研究の結果をその日時とともに正確に記録し、不正の疑いが生じないようにするためのツールとして、ラボノート

の重要性が改めて認識されるようになってきた。今後は、電子ラボノートについても、さまざまなものが開発され

普及するようになるだろう。こうした動きは、研究環境にどのような変化を生じさせ、研究成果の創出にどのよう

な影響を及ぼすだろうか。今回のワークショップでは、このようなテーマについて、参加者と議論した。 

 

2014 年 9 月 13 日（土） 

会場：政策研究大学院大学 5 階 講義室 L 等 

（参加無料、事前申し込み不要） 

 

13：00～14：45 プレナリー・セッション：講義室 L 

開会の挨拶 高橋明大（Smips 事務局） 

話題提供１ ラボノートの現状と課題 20 分 

  菅原哲雄（埼玉医科大学 医学研究センター 知財戦略研究推進部門） 

話題提供 2 電子ラボノートの潮流 20 分 

  峯岸徹也・加藤雄介（アジレント・テクノロジー株式会社 ネットワークプロジェクト） 

話題提供 3 コンプライアンスから見たラボノート 20 分 

  足立昌聡（弁護士；Smips オーガナイザー） 

話題提供 4 （タイトル未定） 20 分 

  伊藤泰信（北陸先端科学技術大学院大学 知識科学研究科） 

 コメント 5 分 

コメンテータ：山田光利（博士のシェアハウス主宰者；Smips オーガナイザー） 

 ディスカッション 20 分 

モデレータ：隅藏康一（Smips 総合オーガナイザー） 

ディスカッサント：上記全員＋参加者の皆様 

 

15：00－16：45 ワークショップ・セッション 

（１） 研究現場を活性化するために出来ることを考える（講義室 L） 

オーガナイザー：山田光利 

このセッションでは、ラボノートの話だけに限らず、ラボノートの導入と活用の前提となる部分を議論した。

現在の研究現場にどのような問題があるか、その問題を克服して研究現場を活性化するためにどのよ

うなアイデアがあるか、といったことを議論した。具体的なトピックとしては「ラボ内の情報共有手法」「ラ

ボ内のコミュニケーション」「ラボの空間設計」など。 

（２） 研究不正のケーススタディ（講義室 K） 

オーガナイザー：足立昌聡 
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研究不正の仮想事例に基づいて、法的な問題はどこにあるのかを考えた。 

（３） 電子ラボノートは研究環境を変えるか？（講義室 F） 

オーガナイザー：隅藏康一 

話題提供者：峯岸徹也・加藤雄介 

趣旨：実際に電子ラボノートの機能を体験した上で、電子ラボノートの進歩と普及が科学研究にどのよう

な影響を及ぼすかについて議論した。電子ラボノートは研究不正を防げるか、研究者の創造性を高める

のか阻害するのか、といった論点が挙げられた。 

 

17：00－17：30 各セッションの議論のまとめ（講義室 L） 

 各セッションのオーガナイザー・参加者より 
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第 161 回知的財産マネジメント研究会（Smips） 開催概要 

日時：2014 年 10 月 11 日（土） 場所：政策研究大学院大学 5F 参加費：無料 

 

★13:00－14:30 セッション１ 

○ 研究現場の知財分科会 （山田光利） 講義室Ｌ 

  ※今回は 13 時～と 17 時～の二部構成で開催。（片方のみでも完結する内容）  

テーマ：クラウドファンディングで集めた研究費の管理いったいどうなってる？   

～academist 第 1 号プロジェクトの事例紹介～  

講演者：柴藤亮介 様（株式会社エデュケーショナル・デザイン代表）  

今回は「深海生物テヅルモヅルの分類学的研究」をケーススタディとして、集まった支援金は研究者に直接渡

る？研究機関を経由する？支援者へのリターンに対して研究機関から何か指摘はあった？どのタイミングで研

究機関に相談した？誰に相談した？研究室の PI？URA？など、学術系クラウドファンディングならではのポイン

トを中心に話していただいた。クラウドファンディングの活用を考えている研究者の方々、所属研究員から相談さ

れる可能性のある研究機関の職員の方々等と、意見交換を行った。 

○ 知識流動システム（KMS）分科会 （西村由希子・天元志保・長谷川実里・藤井優子） 講義室Ｉ 

今回は「錯視・錯覚」について議論した。錯視、錯覚はどういう仕組でおきるのか？それをうまく説明するにはどう

するか？どんな例が適切か？など、難解な知識をわかりやすく伝える方法について、参加者でいろいろと知恵を

絞った。発明発見教室向けのクイズの作成や実験の検討なども合わせて行った。 

 

★15：00－16：30 全体セッション：講義室 Ｌ 

テーマ：これからの日本企業のとるべき知財戦略 

講演者：ヘンリー幸田 様（DLA Piper 法律事務所・東京 シニアカウンセル、米国弁護士）  

今回は、ヘンリー幸田先生に、米国企業に見る知財戦略の成功例と失敗例、日本企業による知財活動の課

題、などについて、お話しいただいた。 

 

★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 

○ 研究現場の知財分科会 （山田光利） 講義室Ｌ 

  ※今月は 13 時～と 17 時～の二部構成で開催した。（片方のみでも完結する内容）  

テーマ：とあるポスドクの研究生活と academist 活用の裏側  

       ～学会参加や野外調査に使えるお金と時間の実態について～  

講演者：岡西政典 様（京都大学 フィールド科学教育センター 瀬戸臨海実験所）  

今回のゲスト・岡西様は「海洋生物の自然史科学に関わる人材育成」に関するプロジェクトの研究員として雇わ

れており、プロジェクトの活動である教育実習とうまく連動させながらコツコツと研究を進めている。講演では、そ

の辺りの日々の具体的な時間の使い方、業務の連動の工夫についてお話いただいた。また、「academist」で研

究費の獲得に成功した際のエピソードも披露いただいた。 

○ 知財キャリア分科会 （上條由紀子・楠浦崇央） 講義室Ｆ 

  テーマ：IP と IT でカジュアル起業～本当に好きなことで稼ぐ～  

  ゲスト：大坪和久 様（サイテックシステム有限会社 代表取締役社長／パテントサロン管理人  
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      ／日刊知財発行人／知財系 SNS ippippi 管理人）  

今回は、知財業界の方であれば必ずお世話になっている、特許・知的財産情報ポータルサイトの「パテントサロ

ン」を主宰されている、サイテックシステム有限会社代表取締役社長、大坪和久様に「IP と IT でカジュアル起業

～本当に好きなことで稼ぐ～」というテーマでご講演いただいた。特に、大手メーカー知財部を辞めて独立・起業

した実例と、その過程で実感した、起業・事業のポイントについてお話しいただいた。 

○ 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：『黒田官兵衛に学ぶ知財軍師のあり方』・・豊臣秀吉と黒田官兵衛を中心とした組織から学ぶ・・ 

今回は、全体セッションでのヘンリー幸田先生のご講演「これからの日本企業のとるべき知財戦略の方向性」と 

関連づけて下記のテーマを企画致した。ＮＨＫ大河ドラマ「軍師 官兵衛」は、今日の日本の産業界および知財部

門が抱えている問題とその解決の方向を見事に描いている。豊臣秀吉と黒田官兵衛を中心として秀吉軍（中国

平定軍）の人材と組織について、岡崎オーガナイザーより分析結果が発表され、人材の簡易分析手法の演習を

行い、今後の新しい時代を切り開くための組織のあり方、自分力発揮の仕方についてディスカッションした。 
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第 162 回知的財産マネジメント研究会（Smips） 開催概要 

日時：2014 年 11 月 8 日（土） 場所：政策研究大学院大学 5F 参加費：無料 

 

★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Ｆ 

 日本でイノベーションが中々起こらない企業統治システムをテーマとして、意見交換を行った。 

 

★15：00－16：30 全体セッション：講義室 Ｆ 

テーマ：新しい局面を迎えた学術情報流通 ～オープン・アクセスが研究者コミュニティや知財活動に与える影響  

講演者：林 和弘 様（文部科学省 科学技術・学術政策研究所 科学技術動向研究センター 上席研究官） 

この分野のエキスパートでいらっしゃる林様に、オープンアクセス・ジャーナルの現状、変わりつつあるピア

レビューシステム、アルトメトリクス、クリエイティブ・コモンズ、などをテーマに、これらの動きが研究コミュニティ

にどのような変化をもたらすのか、また、知財活動にどのような影響があるのか、ということも含めて、お話し

いただいた。 

 

★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Ｆ 

テーマ：直木賞受賞池井戸潤作「下町ロケット」を題材に知財を考える  ～人の行動パターンと組織のあり方～ 

「下町ロケット」は、TBS 系ドラマでヒットした「ルーズヴェルト・ゲーム」の原作者・池井戸潤氏の小説である（第

145 回直木賞受賞）。この小説では、中小企業の佃（つくだ）製作所が、主要取引先から取引終了の通知を突然

受け、ライバル企業から特許侵害で訴えられる。その苦しいとき、大企業の帝国重工から、佃製作所が保有する

特許権を 20 億円で購入したいともちかけられ、苦境の中で活路を見出してゆくストーリーである。この中で、佃

製作所の佃社長、神谷弁護士、帝国重工の財前開発担当部長などの人物の行動と組織の意思決定は、特許と

は何か? 知財はどうあるべきかを問いかけている。 

今回「下町ロケット」の登場人物の行動、知財の視点などについて、岡崎オーガナイザーに分析結果を発表し

ていただいた。そして、人材の簡易分析演習も行い、これからの知財の時代における自分力の発揮と組織のあ

り方などについてディスカッションした。 

○ 知財キャリア分科会 （上條由紀子・楠浦崇央） ：講義室Ｅ 

  テーマ：大学研究室、そして研究者個人の知財戦略 

  ゲスト：菅野 務夫 様（徳島大学農工商連携センター 特任助教／理学博士） 

講師は発明塾で知財戦略，発明創出を学んだ。本講演では、「大学の研究室」にいる立場、そして「研究者個人」

の立場として，知財戦略や発明創出の手法をどのように活用できるのか、講師自身のキャリアを踏まえて、議論

を行った。 
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第 163 回知的財産マネジメント研究会（Smips） 開催概要 

日時：2014 年 12 月 13 日（土） 場所：政策研究大学院大学 5F 参加費：無料 

★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 F 

  テーマ：「日本でなぜイノベーションが本格化しないのか？」 

  講演者：赤羽雄二 様（ブレークスルーパートナーズ マネージングディレクター） 

 赤羽様は、マッキンゼー時代から、国内外の大企業の経営改革に大きく貢献しておられる超有名コンサルタン

トである。“国内外の大企業の経営改革に大きく貢献 した”赤羽様をお招きし「日本でなぜイノベーションが本格

化しないのか？」、「どうすれば経営改革ができるのか」についてお話しいただいた。 

 ○ 法律実務（LAP）分科会 （足立昌聡）：講義室 E 

  テーマ：「医薬品医療機器法で医薬・医療ビジネスはどう変わるか」 

 先月施行されたばかりの新しい薬事法「医薬品医療機器法」を取り上げ、法改正のポイントを追いながら、同

法をどのようにビジネスに生かせるか、参加者と議論した。 

○ フードビジネス分科会（オーガナイザー：塚田周平、島田宝宜）：講義室 

 今回は、先月行ってきた工場見学の報告を行った。小麦に関する工場で見学会を開催しているところが見つか

らなかったため、やむを得ず、大麦とホップを扱う工場で見学会を開いているところに行ってきた。それを踏まえ

て、今後の見学をどうしていくかを中心に議論した。 

 

★15：00－16：30 全体セッション：講義室 F 

テーマ：知財戦略を実現する”普遍的な”人材育成 −事例紹介・効果測定・若干の提案− 

講演者：木村友久 様（山口大学大学院技術経営研究科 教授；同 大学研究推進機構知的財産センター教授） 

山口大学では、2013 年度から全学生必修の知財教育科目を開設した。この必修科目設定を契機に、順次学部

上学年から院生向けの知財（戦略を含む）教育科目を整備・拡充している。わが国の知財教育は、従来から専

門職大学院等を中心に知財専門家養成を目的として発展し多大な効果を上げてきた。山口大学でも、技術経営

専門職大学院の知財戦略コースがこの役割を担っている。しかしながら、近年の急速な産業構造の変化やグロ

ーバル化の進展は，文理を問わず全ての人材のスキル標準として知的財産をベースとした戦略思考の装備を

求めていると実感している。本報告では、その具体的な事例紹介、効果測定、知財の学習認知構造、そして今

後についての提言をいただいた。 

  

★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 

○ 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：「日本の創薬ベンチャーのこれから 〜アカデミアシーズから新薬を！〜 」 

   講演者：櫻井満也 様（京都大学大学院薬学研究科 医薬産業政策学講座 非常勤研究員） 

 2013 年 6 月に策定された日本再興戦略において、健康長寿産業が戦略的分野の一つに位置付けられた。

2014 年 6 月には、改革に向けた 10 の重要な課題の一つに「ベンチャー・創業の加速化」が掲げられた。しかし、

なぜか医薬品開発を担う創薬ベンチャーに対する期待は高まっていない。公債残高が 1,000 兆円を超えた日本

が再生するためには、民間企業の貢献が不可欠である。アカデミアの研究成果を如何にして新薬に結び付ける
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か。その鍵を握るのは、新薬創出を共通のゴールに据えた、アカデミアと創 薬ベンチャーの連携だと考えている。

日本の創薬ベンチャーを取り巻く環境も紹介され、意見交換を行った。 
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第 164 回知的財産マネジメント研究会（Smips） 開催概要 

日時：2015 年 1 月 10 日（土） 場所：政策研究大学院大学 5F 参加費：無料 

 

★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 Ｅ 

  テーマ：特許権侵害事件における「均等論」の最近の議論 

「均等論」というのは、大雑把にいえば、登録された特許の権利範囲からは厳密には漏れるにもかかわらず、

その範囲のちょっと外側の製品にまで権利行使が認められる可能性を認めた判例法理である。しかし、均等論

については、裁判になるまで侵害しているか分からないなど様々な批判があり、諸外国の裁判所のみならず、

日本の実務でも運用が見直されつつある。実際の事件をベースにケース・スタディを行い、健全な市場競争の観

点から、均等論をどう考えていけば良いのか皆様と議論した。 

○ 知識流動システム（KMS）分科会 （西村由希子・天元志保・長谷川実里・藤井優子） ：講義室 I 

東川小学校で行った発明・発見教室が中心に今年度の取り組みの振り返りった。 

○ 研究現場の知財分科会 （山田光利）：講義室 F 

テーマ：イベントで生まれる「知」を記録に残し共有する、その意義と手法について 

講師： イヌイコウジ 様 

SNS などの普及に伴い、イベントは「主催者が参加者に何かを伝える場」から「主催者と参加者が一緒に何か

を生み出す場」となり、記録の残し方も「主催者が作って報告する」ものから「主催者と参加者が一緒に作って広

める」ものになってきた。イベントを通じてどのように知が生まれるか、知が生まれるプロセスも含め、記録を残す

にはどうしたらいいかをテーマに、「イベントのリアルタイムレポート」を得意とする「勘所」を知るスペシャリスト・イ

ヌイコウジ氏をお招きし研究会を開催した。生まれた知をどう記録に残すのか、知が生まれた瞬間をどう記録に

残すのか（新しい知はどんなときに生まれるのか）について考えた。 

 

 ★15：00－16：30 全体セッション：講義室 L 

テーマ：アイデアマラソン － 考えて書く、毎日続けて知的変革を！ 

講師：樋口健夫 様（アイデアマラソン研究所 所長、電気通信大学 非常勤講師、日本創造学会理事、 

ジョージア大学 トーランスセンター 顧問、博士（知識科学）） 

アイデアマラソン発想システムは、古くて新しい自己啓発の手法である。毎日何かを考えて、毎日ノートに

書き留めていく（Everyday Thinking and Everyday Writing）アイデアマラソンの効果について、30 年間の体験か

らお話しいただいた。いつ、いかなる仕事、場所においても、頼れるのは、自分の知恵である。その知恵を、で

きるだけたくさん、ノートに残しておくことは、着実に人生を良い方向に動かす。アイデアマラソンを体験された

方々は、既に7000名を超え、企業の全社員運動、電気通信大学のほぼ全学のアイデアマラソン運動など、大

きく拡がりつつある状況についてご紹介いただいた。 

 

★17：00－18：30 セッション２ 
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○ 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）＋知財キャリア分科会

（上條由紀子・楠浦崇央）：講義室Ｌ 

 テーマ：講演者樋口様ご指導によるアイデアマラソンのワークショップ 

○ 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：ビジネスモデルキャンバスを使ってみよう！（２か月連続ワークショップ） 

   講師：木下忠 様（東北大学産学連携推進本部 知的財産部 特任准教授） 

企業の新規事業開発やスタートアップ、戦略デザインを行なう方法として普及してきている「ビジネスモデル・

キャンバス」は戦略的思考を視覚化した画期的なフレームワークで、これまで、定義が様々だったビジネスモデ

ルに対して、共通の記述法を定め、個人やグループでアイデアベースから事業計画まで練り上げていくための

強力なツールとして、多くの賛同者を得ている。今回のセミナーではワークショップを通じてビジネスモデルキャ

ンバスに慣れ親しんで頂き、実際のビジネスモデル立案の際に活用できるよう、ワークショップ形式のセッション

を行った。 
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第 165 回知的財産マネジメント研究会（Smips） 開催概要 

日時：2015 年 2 月 7 日（土） 場所：政策研究大学院大学 5F 参加費：無料 

 

★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：研究成果の商業化について 

講師：藤原善丞 様（早稲田大学） 

今回はオープンディスカッション形式で開催した。 

○ 法律実務（LAP）分科会 （足立昌聡）：講義室Ｅ 

 テーマ： 特許になれないイノベーション 

医療行為と数学的／統計的手法の２つを取り上げた。人間を手術、治療又は診断する方法、いわゆる「医療

行為」については、日本では「産業上利用可能性がない」との取扱いがなされ、クレームの仕方を工夫しない限

り、特許を取ることができない状況である。また、データの解析手法など、数学的／統計的手法についても、クレ

ームの仕方を工夫しない限り、「自然法則を利用していない」と評価されている。元々は、医療行為や学問の自

由を保護しようと始まった運用であるが、最近では、このような運用が日本の競争力を削いでいるという意見も

強くなってきている。特許性が認められた例、否定された例を比較しながら、特許とすべき範囲とはどのようにあ

るべきかを議論した。 

○ 知識流動システム（KMS）分科会 （西村由希子・天元志保・長谷川実里・藤井優子） ：講義室 I 

テーマ：科学的な思考を生み出す場作り 

全体セッションの講師を務めてくださる塩瀬先生も交えて、これまでに東川小学校で行った 13 回の発明発見

教室を振り返りながら、今後取り組むべき方向性を探るべく、科学的な思考を生み出す場づくりについて考え

た。 

○ 研究現場の知財分科会 （山田光利）：講義室Ｆ 

テーマ：共同編集事典による知のアーカイブ 

講師：「WAQWAQ プロジェクト」関係者 様、ニコニコ大百科編集者 様、他 

1〜3 月は「知のアーカイブ」で括ったテーマで開催しており、 1 月に取り上げた「イベントで生まれる知のアー

カイブ」に続いて、 2 月は「共同編集事典による知のアーカイブ」を取り上げた。Wikipedia に学術的な記事を増

やす試み「WAQWAQ プロジェクト」の関係者・ニコニコ大百科の初期から活動されている編集者などの方々をお

招きして、共同編集事典を編集したくなるモチベーション・共同編集事典を参照する際のポイント等を考えた。 

 

★15：00－16：30 全体セッション：講義室 L 

テーマ：「好奇心から科学的思考へつながるワークショップデザイン」 

講師：塩瀬 隆之 様（京都大学総合博物館 准教授、伊賀流忍者博物館 顧問、日本科学未来館 "お

や？"っこひろば 総合監修）（KMS 分科会による企画） 

「勝手に触っちゃだめ」「順番が違うでしょ」「早くしなさい」...子どものことを想えば想うほど、先回りして口をつ

いて出る言葉に後悔してしまう。「子ども自身が気づくのを待たないといけない」、と気負えば気負うほど、どう

してよいのか、戸惑ってしまう。そのようなとき、おすすめしたいコツは、教えたい気持ちをグッとこらえて、子ど

も自身の「まなざし」を注意深く見つめること、そんな想いで総合監修の機会をいただいたのが日本科学未来
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館に2014年6月にオープンした、「おやっこ広場」である。お子さん自身の好奇心から芽生えるハテナが大きく

なることが、科学的思考の第一歩であり、その力こそが一生涯学び続けて人生の荒波を生きる力に結実する。

本講演では、好奇心から科学的思考へつながるためにデザインした、様々なワークショップについてもご紹介

いただいた。 

 

★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Ｅ 

テーマ：「イノベーションを動かす自分力」～スティーブ・ジョブスと孫正義氏の行動から学ぶ～ 

講師：片岡オーガナイザー、岡崎オーガナイザー 

今回は、孫正義氏の発明遍歴と知財戦略について片岡が発表し、その後、「二人がとった行動」と「取り巻く人

間環境」および「イノベーションを動かす人材と組織」について、岡崎オーガナイザーが分析結果を「イノベーショ

ンを動かす自分力」と題して発表した。そして、イノベーションが求められる時代における自分力の発揮と組織の

あり方などについてディスカッションをした。 

○ 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：ビジネスモデルキャンバスを使ってみよう！（２）※２か月連続ワークショップ 

講師：木下忠 様（東北大学産学連携推進本部 知的財産部 特任准教授） 

今月の産学連携分科会は、2 か月連続の企画の、ビジネスモデルジェネレーションに関するワークショップで

ある。（先月の分科会に参加されなかった方も参加可能） 

企業の新規事業開発やスタートアップ、戦略デザインを行なう方法として普及してきている「ビジネスモデル・

キャンバス」。これは戦略的思考を視覚化した画期的なフレームワークで、これまで、定義が様々だったビジネス

モデルに対して、共通の記述法を定め、個人やグループでアイデアベースから事業計画まで練り上げていくため

の強力なツールとして、多くの賛同者を得ている。自社のビジネスモデルをどのように評価し改良していくかのき

っかけについて、ワークショップ形式で理解を深めた。 
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2014 年 5 月 10 日撮影 研究会の様子 

 

 

2014 年 9 月 14 日撮影 ワークショップ参加者（の一部） 

 

 

2014 年 10 月 11 日撮影 研究会の様子 


