
2015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 

2016年 2月 25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 167回知的財産マネジメント研究会 

日時 2015年 4月 11日（土） 

第 168回知的財産マネジメント研究会 

日時 2015年 5月 16日（土） 

第 169回知的財産マネジメント研究会 

日時 2015年 6月 13日（土） 

第 170回知的財産マネジメント研究会 

日時 2015年 7月 11日（土） 

第 171回知的財産マネジメント研究会 

（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 2015年 9月 12日（土） 

第 172回知的財産マネジメント研究会 

日時 2015年 10月 17日(土) 

第 173回知的財産マネジメント研究会 

日時 2015年 11月 14日(土) 

第 174回知的財産マネジメント研究会 

日時 2015年 12月 12日(土) 

第 175回知的財産マネジメント研究会 

日時 2016年 1月 9日(土) 

第 176回知的財産マネジメント研究会 

日時  2016年 2月 6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 489名が参加。隅藏以外はす

べて学外者。 
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第 167回知的財産マネジメント研究会（Smips） 

日時 2015年 4月 11日（土） 75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：「AUTM Asiaから見たアジアの発展途上国の産学連携とイノベーション」 

講師：山本オーガナイザー 

 AUTM Asiaの報告も兼ねて、山本オーガナイザーから、亜細亜の発展途上国の産学連携とイノベーシ

ョンに関する話題提供がありました。 

   

○ 法律実務（LAP）分科会 （足立昌聡）：講義室Ｋ 

  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 

ベンチャー企業側から対価として新株予約権（ストックオプション）を打診された場合、またはベンチ

ャー企業側から打診する場合に必要な視点について、足立オーガナイザーから話題提供がありました。 

 

○ 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 

今年の取り組みについて話し合いました。東川小学校での発明発見教室（7月 11日と 12月 12日に実施

予定）について、今回は特に 7月 11日の実施内容を話し合いました。 

 

★15：00－16：30 全体セッション：講義室 Ｌ 

   「各分科会からの 2014年度の報告と、2015年度の計画」 

各分科会から、10分くらいずつ、2014年度の振り返りと、2015年の予定の発表を行いました。 

 

★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Ｋ 

テーマ：「パテントトロールに対応する組織の在り方」 

講師：第一部 永井オーガナイザー、第二部 岡崎オーガナイザー 

＜第一部＞ 永井オーガナイザー（弁理士）より、2013年 NHKから 4回に渡って放映された連続ド

ラマ『太陽の罠』を題材に、パテント・トロール問題について総合的な知財の観点から話題提供があり

ました。 

＜第二部＞ 岡崎オーガナイザーより、『太陽の罠』を題材に、ドラマに登場する人物を分析し、パテ

ント・トロールに対応する人材・組織について、これまで当分科会で研究してきました直木賞受賞 作

品池井戸潤の「下町ロケット」、「ルーズヴェルトゲーム」、NHK連続ドラマ軍師黒田官兵衛に見る

「豊臣秀吉軍」などの各組織の分析結果と比較しながら話題提供がありました。 

  



第 168回知的財産マネジメント研究会（Smips） 

日時 2015年 5月 16日（土） 43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：北米大学技術マネージャー協議会（AUTM）における、医学分野の大学技術移転の動向

と、Proof-of-conceptファンド（実用化研究助成金）の運用状況 

講演１：AUTMにおける医学分野のトピックス 

講師：早乙女 周子 様（京都大学大学院医学研究科 次世代免疫制御を目指す創薬医学融合拠点 

AKプロジェクト 情報知財管理オフィス 准教授）  

AUTMで議論されている医学分野のトピックスのうち、今年の AUTMの内容に限らず、AUTMのワ

ーキンググループのメンバーとしても関わったMTA (Material Transfer Agreement)や、創薬の産学連

携を中心に紹介していただきました。 

講演２：各国の大学における Proof-of-conceptファンド（実用化研究助成金）の運用状況 

講師： 加藤 浩介 様（大阪大学 産学連携本部 講師） 

AUTM Annual Meeting 2015の SIG-17. Special Interest Group. University Proof of Concept Funds 

セッションで議論された内容を中心に、各国の大学における Proof-of-conceptファンド（実用化研究助

成金）の運用状況を紹介していただきました。 

  

○ 法律実務（LAP）分科会 （足立昌聡）：講義室Ｋ 

  テーマ：ベンチャーの立ち上げ 

  講師：足立オーガナイザー 

今回は「ベンチャーの立ち上げ」をテーマに、そもそもなぜ会社を設立する必要があるのかという根本

的な点からスタートして、会社という仕組みの基本的な考え方を学ぶワークショップを行いました。 

           

★15：00－16：30 全体セッション：講義室 Ｌ 

   テーマ： 「世界の TRIZ現状」 

講師：黒澤 愼輔 様（NPO法人 TRIZ協会 新しい時代の教育研究分科会主査／TRIZ塾代表） 

ＴＲＩＺが日本に本格的に紹介されてから間もなく２０年になろうとしています。一部の人たちが当時

期待した大ブームはおとずれませんでしたが、技術者の間に根強い信奉者が生まれています。外に目を

向けるとＴＲＩＺは一部のグローバル企業の戦略的ツールとなり、韓国や中国をはじめとするアジア諸

国の産業の現場でかつての日本でＱＣがそうであったような大きな波をつくり、欧州諸国においては情

報工学における研究分野の一つとして着実に地位を築きつつあるように思われます。こうした動きを背

景として、ＴＲＩＺとは本当は何なのか、再整理していただきました。 

 

★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Ｋ 

テーマ：：TRIZワークショップ① 「技術システムと機能、ＴＲＩＺにおける考え方と使い方」 



講師： 黒澤 愼輔 様（全体セッション講演者） 

「技術システム」という概念は、ＴＲＩＺの核の一つです。ＴＲＩＺに馴染みの少ない学生を対象とし

てＴＲＩＺ流の「技術システム」「機能」「システム・アプローチ」という一連の概念の位置付けと、

使い方をどのように教えるか、模擬授業の形で紹介していただきました。 

 

○ 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Ｆ 

テーマ： よりよく伝えるためのワークショップ 

講師：大崎 章弘 様 

今回は、科学コミュニケーションの歴史を学びつつ、ご自身、または、関わる研究者が取り組む科学技

術の取組みについて、よりよく伝えるためのワークショップを行いました。 

 

○ 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：イノベーションを起こせるチームの作り方 

登壇者：飛澤宗則様(株式会社フォース・アラウンド 代表取締役社長) 

課題を解決するアイデア(知財)を生み出し、組織においてイノベーションを起こすことができるチーム・

場とは？について議論しました。 

  



第 169回知的財産マネジメント研究会（Smips） 

日時 2015年 6月 13日（土） 62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：「プロダクト・バイ・プロセスクレーム」に関する最高裁判決 

  講師：足立オーガナイザー 

今回は、「プロダクト・バイ・プロセスクレーム」に関する最高裁判決を扱いました。「プロダクト・

バイ・プロセスクレーム」とは、特許される物質について、化学式や構造ではなく製造方法をクレーム

に記載して特定した特許をいいます。「プロダクト・バイ・プロセスクレーム」とは何かを基本からお

話しいただいた上で、この判決が何を伝えているのか、今後の実務にどのような影響があるかをディス

カッションしました。 

○ 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：「飛ばす、舞う」 

今回は、7月 11日に東川小学校で行う発明・発見教室の企画打ち合わせをしました。いくつかの紙飛

行機を実際に作って、子供たちがうまく飛ばせるか検証してみました。また、飛ぶ原理の解説表現を考

えました。 

 

★15：00－16：30 全体セッション：講義室 Ｌ 

   テーマ： 「常識への挑戦」 

講師：土井美和子 様（国立研究開発法人 情報通信研究機構 監事） 

講師の土井先生は、東芝時代にいつも 7年早すぎる発明を続々と行い、事業化に苦戦されたかたです。

イノベーション創出について、多くのヒントをいただきました。 

 

★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：TRIZワークショップ② 「技術は進化している」 

講師：日本 TRIZ協会理事長／(株）創造性工学研究所代表取締役 三原祐治 様 

技術が発展してきた過程を見るとそこには規則性があることを G.アルトシューラが見つけ、それらをパ

ターン化しました。そのパターンを利用すると技術が近い将来進むべき（開発すべき）方向が見えてき

ます。技術の回転が速く寿命がどんどん短くなってきている現在、人・モノ・金・時間といった資源を

どこに投入すべきか、その方向を見据えるための有力な方法を解説していただきました。 

○ 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：「イノベーションを起こせるチームの作り方」 

   講師：飛澤宗則氏(株式会社フォース・アラウンド 代表取締役社長) 

1)ワークショップ①最高のチームをつくるための「アチーバス」体験ワークショップ 

2)ワークショップ②知財を価値に変えるためのワークショップ 

  



第 170回知的財産マネジメント研究会（Smips） 

日時 2015年 7月 11日（土） 53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：日本の民間企業の R&Dの現状 

    講師：隅藏 康一 

前年度の、イノベーションの定義等についての報告に続き、「日本の民間企業の R&Dの現状」について、

科学技術・学術政策研究所（NISTEP）が実施したアンケート調査の結果を基に、話題提供がありました。 

 

★15：00－16：30 全体セッション：講義室 Ｌ 

   テーマ： 「サイエンスマップ 2010&2012」 

    講師：阪 彩香 様（科学技術・学術政策研究所 主任研究官） 

司会：杉浦美紀彦（産学連携分科会オーガナイザー） 

科学技術・学術政策研究所において定期的に行っているサイエンスマップ調査の概要と特徴について阪

彩香主任研究官をお招きしてご紹介いただきました。また、大学における研究戦略の立案過程でのサイ

エンスマップの活用の方向性について議論いたしました。サイエンスマップは、論文データベース分析

により、国際的に注目を集めている研究領域を定量的に把握し、それらの関係性や発展性がわかるよう

にマッピングしたものです。個別の大学の研究力なども分析できるほか、すでにいろいろな政策提言に

も活用されています。 

 

★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：TRIZワークショップ③ 「矛盾～板ばさみ状態を解消する」 

    講師：津曲 公二 様 （株式会社ロゴ 代表取締役 / 東京都市大学工学部非常勤講師）  

今回は、特許権取得にも役立つ、TRIZにおける「矛盾」について、津曲先生からご発表いただきました。

今回のテーマ「矛盾」は、特許出願する発明を何とかして特許にしたい人々にとってたいへん役立つ内容

でした。 

○ 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：ポイントサービスが熱い！～ポイント戦略の理解と有効活用法～ 

    講師：岡田 祐子 様（株式会社エムズコミュニケイト 代表取締役） 

岡田さんは、大日本印刷株式会社において社内ベンチャー制度を活用され、株式会社エムズコミュニケ

イトを 2003 年に起業され、「生活者視点によるポイントサービス」に関するコンサルティング等を行っ

ている女性社長さんです。今回は「女性のキャリアと働き方の未来について考える」というテーマで、起

業に関する想いなどについて語っていただきました。 

○ 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 Ｄ 

    テーマ：阪さんへの質問タイム＆懇話会 

    講師：阪 彩香 様（科学技術・学術政策研究所 主任研究官）  



第 171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 2015年 9月 12日（土） 35名参加 

 

・テーマ：オープン・サイエンスのプラットフォームとビジネス展開 

 今回は、各分野においてオープン・サイエンスのプラットフォームをビジネス展開へと繋げようとし

ている方々を招いてお話を伺ったうえで、それぞれのケースに基づいて、ビジネスモデルをいかに構築

するか、現在進行中のビジネスにおけるボトルネックは何か、持続可能なビジネスにするためのポイン

ト、などについて、議論しました。 

 

・プログラム 

13：00～14：45 プレナリー・セッション：講義室Ｌ 

趣旨説明：隅藏康一 

バイオ：大野一樹様（株式会社カタリスト 代表取締役） 

ファブラボ：津田和俊様（大阪大学大学院工学研究科 創造工学センター／ 

FabLab北加賀屋 共同代表） 

ＩｏＴ：宮崎雄一朗様・鹿内学様（株式会社リクルートキャリア ネットビジネス推進室 

ビジネスデザイン部 ＩｏＴグループ） 

 

15：00－16：45 ワークショップ・セッション 

   バイオのケースに基づく議論（モデレータ：西村由希子）：講義室Ｅ 

   ファブラボのケースに基づく議論（モデレータ：鈴木睦昭）：講義室Ｆ 

   ＩｏＴのケースに基づく議論（モデレータ：原田隆）：講義室Ｋ 

 

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 

 

17：45～19：00 交流会（４階 研究会室４Ａ） 

  



第 172回知的財産マネジメント研究会（Smips） 

日時 2015年 10月 17日(土) 47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：イノベーションを支える支援者の役割と機能 

   講師：山本オーガナイザー 

イノベーションを語るときに、大学の技術のライセンスやベンチャー・アントレプレナーという視点か

らの話が多いと思われますが、これらの議論では行き着くところ人材に帰結し、ビル・ゲイツやスティー

ブ・ジョブズのようなスーパーマンがいればイノベーションが起こるという話が多いように思われます。

しかし、本当にそうでしょうか？もちろん彼らは素晴らしいアントレプレナーのお手本のような経営者

であったと思いますが、彼らの周囲でイノベーションを支えていた人材がかなりの役割を果たしていた

のではないかという仮説で、このようなイノベーションの支援者は何を行う能力があり、どのような役

割を果たしたのかということについて議論し、日本でもそのような役割を担える人材育成はできないか

ということについて意見交換を行いました。 

○ 法律実務（LAP）分科会 （足立昌聡）：講義室Ｆ 

    テーマ：新しいビジネスモデル・社会システムとパーソナル・データの保護について 

    講師：足立オーガナイザー 

前月の Smipｓ WS では、IoT などの新しいビジネスモデルの中で集められたパーソナルデータの取扱

いについての議論がなされました。政府においても、改正個人情報保護法が成立したほか、マイナンバー

や遺伝情報の取扱いについて様々な議論がなされています。海外に目を向けると、EUが米国をもはや個

人情報保護において「安全でない」と判断するなど、さまざまな動きが出てきています。そうした動きを

受けて、今回は、参加者の方々からパーソナルデータを活用したビジネスモデルや社会システムを提案

して頂き、現行法上の問題点や将来的な課題についてディスカッションを行いました。 

○ 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：12月 12日（土）に東川小学校で行う発明・発見教室の企画打ち合わせ 

今回は、絵本の読み聞かせと、「未来の○○」ワークショップとして、未来の“食事”などの企画について意

見だしを行いました。その他、今年度から始めた科学コミュニケーション研修に関するプログラム開発、

今後の取り組み計画についても打ち合わせを行いました。 

 

★15：00－16：30 全体セッション：講義室 Ｌ 

    テーマ：「ライフサイエンスって何？ 科学行政よもやま話」 

     講師：佐藤 真輔 様（ライフサイエンス研究振興分析官） 

ライフサイエンスの定義、ライフサイエンスの展開、ライフサイエンス教育、ライフサイエンス人材・キ

ャリアパス等についてこれまでの行政・研究での経験を踏まえ、柔らかい話を取り入れつつ考えを述べ

ていただき、またライフサイエンスの普及のためにはいろいろなハードルを除去していかねばならない

典型例として、ゲノム解読による診断を取り上げてお話しいただきました。 

 



★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Ｄ 

    テーマ：「イノベーション推進の人財と組織」 

発表者：片岡オーガナイザー 

今回は、10月 3日、４日に大阪経済大学で開催された第 37回日本創造学会研究大会で、「イノベーショ

ン推進の人財と組織」と題して発表しました本分科会での研究について、片岡オーガナイザーから報告

がありました。 

 

○ 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：国内外ドローンビジネスの動向     

講師：山口 泰久 様 (DBJキャピタル株式会社 取締役 マネージングディレクター) 

近年、様々な分野への応用が検討されている一方で、思わぬ場所に落下するトラブル等でも一躍有名に

なった「ドローン」ですが、「ドローン」を「無人ロボット」として見ますと、ビジネスの将来性は非常

に大きいと考えられます。今回は、ベンチャーキャピタリストとしての目線で、国内外ドローンビジネス

の最新動向について、お話しいただきました。ドローンビジネスの可能性について、ディスカッションを

行いました。 

 

○ 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：IoT、ビックデータ、人工知能時代の次世代ライフサイエンス展望 

   講師：丸山 智久 様（東京医科歯科大学大学院 ENVIROME 株式会社代表取締役社長兼 CEO/

ドクターズモバイル株式会社アドバイザー） 

このセッションでは、1.Genomeと Enviromeと Phenome 2.ゲノム情報やヘルスケア情報に関する知的

財産をどうとっていくか？ 3.エヴィデンス問題 4.ビックデータから見いだせる知的財産情報とその利

活用 5.次世代遺伝子教育の必要性 これらの 5テーマを中心として、専門であるゲノム、環境因子領域

をお話しいただきました。また、次世代シーケンサー技術や先端ライフサイエンス・医療技術とそのデー

タ活用事例の紹介、人工知能領域の可能性などを含むライフサイエンス分野への応用と将来の展望とそ

の産業の可能性、現在の医療とバイオテクノロジーにおけるギャップと知的財産戦略について、次世代

の医療の在り方等現在日本や世界が直面しているライフサイエンスの課題について話題として提供いた

ただきました。さらに、大村智先生の天然物創薬領域にも触れつつお話しいただきました。 

 

  



第 173回知的財産マネジメント研究会（Smips） 

日時 2015年 11月 14日(土) 25名参加 

 

★15：00－16：30 全体セッション：講義室 Ｌ 

    テーマ：社内の未活知財の有効化と新たな顧客価値創造に向けたＴＲＩＺ応用紹介 

    講師：永瀬 徳美 様（ソニー株式会社 研究開発企画部門所属 TRIZ Practitioner ） 

今回は、日本企業における TRIZ活動の一端を知るという意味で、TRIZ実践の第一人者としてご活躍の

㈱ソニーの永瀬 徳美様に、知財面での TRIZ活用について語っていただきました。三菱重工、パナソニ

ックを経て現在ソニーに在職中の方から、TRIZ活動のエッセンスをお聴きできる貴重な機会となりまし

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Ｌ 

テーマ：社内の未活知財の有効化と新たな顧客価値創造に向けたＴＲＩＺ応用紹介 

講師：永瀬 徳美 様（ソニー株式会社 研究開発企画部門所属 TRIZ Practitioner ） 

身近な商品を題材に、ＴＲＩＺによる新たな価値創造のアイデア創出にトライしていただき、参加者と

その方法についてのご感想など意見交換を行いました。 

 

○ 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Ｋ 

テーマ：地方大学の産学連携の取り組み      

講師：矢野 慎一 様（株式会社テクノネットワーク四国（四国ＴＬＯ）） 

四国 TLO の地方大学での技術移転活動について、ご紹介いただきました。同 TLO では、前年度から新

たな取り組みとして、地元企業との連携を強化し、地域貢献、地域創生型の産学連携を展開しています。

地域に必要とされる大学を目指すとともに、大学の収益を上げる方法を日々、模索しています。商品化事

例や、そこに至るまでのプロセス等をお話しいただきながら、現状の取り組みをご紹介いただきました。 

 

 

  



第 174回知的財産マネジメント研究会（Smips） 

日時 2015年 12月 12日(土) 51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：様々なベンチャーにおけるハンズオンの日米における違い等 

  講師：津田 真吾 様（INDEE Japan代表取締役テクニカルディレクター） 

今回の講師津田様は、幼少期をアメリカで過ごしたバイリンガル。日本アイ・ビー・エムにてハードデ

ィスクの研究開発に携わり、革新的なプロジェクトを数多く手がけ、17件の特許を取得。クリステンセ

ン教授が提唱した“イノベーションのジレンマ”を HDD業界の中で体感し、ジレンマ脱却を志す。iTiD

コンサルティングにて新製品開発支援、イノベーションマネジメント、新規事業の支援などを実施後、

2011年イノベーションの“特殊部隊”として INDEE Japanを創業。クリステンセン設立の Innosightと

戦略提携するなど、大企業向けの新規事業立ち上げ支援や、アクセラレーターを展開。様々なベンチャ

ーにおけるハンズオンの日米における違い等をお話しいただきました。 

 

○ 法律実務（LAP）分科会 （足立昌聡）：講義室Ｋ 

   テーマ：TPPの知財条項を読む 

   講師：足立オーガナイザー 

今回の法律実務分科会では、「TPPの知財条項を読む」を行いました。前月 5日に TPP協定の大筋合

意の内容が公表され、以前から話題となっていた著作権の存続期間の延長など、多くの知的財産関連の

合意内容が明らかになりました。しかし、実際のところ、報道されている内容以外にどのような事項が

規定されているのかを日常業務で知る機会はあまりないのが実情です。今回は、その賛否は脇に置き、

端的にどのような事項が議論され、どのように規定されているのかを参加者の皆さんとともに読み解き

ました。 

 

○ 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：未来の“食（たべる）”を考えよう 

今回は、同日午前中に東川小学校で行う発明・発見教室の振り返りをしました。また、今年度からはじ

めた科学コミュニケーション研修の結果報告や、来年度以降の取組等についても意見交換を行いまし

た。 

 

★15：00－16：30 全体セッション：講義室 Ｌ 

   テーマ：アイデアを埋もれさせないプラットフォーム 

       ～「未採択研究申請書の再評価」と「ハッカソンの成果共有・ビジネス支援」～  

講師 ・坂本 真一郎 様（L-RAD 株式会社リバネス執行役員 CRO） 

・下山 紗代子 様（KnowledgeConnector 一般社団法人リンクデータ代表理事） 

  司会 山田光利（研究現場の知財分科会 オーガナイザー） 



企業や大学が所有する「未活用特許」の存在については知財の世界で昔から議論されてきましたが、世

の中には、生まれたまま十分に活用されていないアイデアが他にも多く存在しています。今回の全体セ

ッションでは、そんな未活用なアイデアの活用を促す事例として、 既に埋もれたものではなく「今、

埋もれつつある生まれたてのアイデア」を アイデアを必要とする企業等と繋げる２つのプラットフォ

ームの事例を題材に 「新しく生まれたアイデアを埋もれさせないためにできること」について考えま

した。 

 

★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Ｋ 

   テーマ：特許の量より質の是非について 

   講師：安彦オーガナイザー 

分科会の前半では、12月 5日の日本知財学会の研究発表会で行ったテーマについて、当日学会発表に

来られなかった方々のために学会発表の内容を肉付けして分かり易く解説していただきました。特許

は、「量より質」なのか、「質より量」なのか、或いはその何れでもないのか、定量的データに基づき

議論しました。後半は、その検証方法やロジックの是非、データから導かれる結論や今後への提言等に

ついて質疑応答を行いました。その後はディスカッション形式とし、今回の結果をベースにして、特許

の量と質、並びに今後の特許実務のあるべき方向性を考えました。 

  



第 175回知的財産マネジメント研究会（Smips） 

日時 2016年 1月 9日(土) 58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： みんなでディスカッション 

イノベーションを支える人材の仕事は何がどのように違うのか？どうやったらイノベーションを支える

人材が登用・育成できるか？という観点から、議論を行いました。 

○ 法律実務（LAP）分科会（足立昌聡）：講義室Ｋ 

 テーマ：『特許法第 35条第 6項の指針（ガイドライン）案』を読む 

 講師：足立オーガナイザー 

前日公表された『特許法第 35条第 6項の指針（ガイドライン）案』を取り上げて、新たに定められた職

務発明に係るインセンティブの考え方について、文案を読み進めながら、議論しました。 

 

★15：00－16：30 全体セッション：講義室 Ｌ 

 テーマ：定量データを用いた特許・営業秘密の保護に関する研究 

講師: 山内 勇 様（独立行政法人経済産業研究所（RIETI）研究員） 

特許データを用いたイノベーション研究を概観するとともに、特許・営業秘密のバランスがイノベーシ

ョン・パフォーマンスに与える影響について、講師ご自身の研究成果をご報告いただきました。 

 

★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Ｋ 

テーマ：知的財産に関する資金調達 

講師： 髙橋孝治 様 髙橋孝治公認会計士事務所所長 

昨今の知的財産に関する間接金融（知的財産担保融資、知的資産経営報告書を活用した融資）、クラウド

ファンディング（アニメなどの映画・ゲーム、研究開発）について事例を含めてご紹介いただきました。 

○ 知財キャリア分科会 （上條由紀子・飛澤宗則）：講義室Ｆ 

今回は、「大企業におけるイノベーション創出、新規事業の立ち上げの困難性とその解決策」というテー

マについて、参加者によるディスカッションを行いました。特に、「大企業において、新規事業・新ビジ

ネスの立ち上げを行うことが難しいといわれているが、その理由としてどういったことが考えられるで

しょうか？」、「大企業における新規事業・新ビジネス立ち上げの困難性を解決する方策としては、どうい

った内容が考えられるでしょうか？」について、議論しました。 

○ 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： 活動の振り返り・報告と来年度の展望 

 今回は、先月東川小学校で行った発明・発見教室の振り返りや研究機関で実施した科学コミュニケー

ション研修の結果報告などをし、来年度の展望を話し合いました。 

  



第 176回知的財産マネジメント研究会（Smips） 

日時  2016年 2月 6日(土) 40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Ｋ 

   テーマ：「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」の一部改正を読み解く 

   講師：足立オーガナイザー                                                         

1月 21日に公正取引委員会から公表された「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」の一部改

正を読み解きました。今回は、指針全体を読み進めながら、諸外国での紛争例も参考としながら読み進

めました。 

○ 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： ウィークエンドスクールの企画検討 

今回は、来年度東川小学校で行うウィークエンドスクールのオープニング企画を考えました。使いたい

と思っている筋電位で電球を光らせるマッスルセンサーの体験も行いました。 

★15：00－16：15 全体セッション：講義室 Ｌ 

 テーマ：「新技術のリスクと安全～日本機械学会の事業で抽出された課題の総括と、今後の展望」 

講師：隅藏康一（政策研究大学院大学） 

日本機械学会には、「法工学専門会議」が設置され、技術と法律の交錯するエリアで生じる諸問題とそ

の解決策に関する議論・研究が行われています。2013年度から 2015年度までの 3年間は、同専門会議

が中心となって、NEDOからの受託事業として日本機械学会連続講座「法と経済で読み解く技術のリス

クと安全～社会はあなたの新技術を受け入れるか～」が開催されました。また、2016年 1月にはこの

連続講座に関連した書籍『新技術活用のための法工学』（民事法研究会）が刊行されました。今回の全

体セッションでは、新たな技術のもたらす社会的課題、特に安全性を担保するためにどのような社会制

度が必要かということについて、上記の事業や書籍で議論されてきた内容を総括的に紹介するととも

に、今後の課題を抽出しました。 

続いて、１６：１５－１６：４５には、次年度以降の Smipsについて、ご意見を伺い、ブレインストー

ミングを行いました。 

 

★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Ｋ 

テーマ：温故知新－御木本幸吉の特許戦略 

   講師：永井オーガナイザー（司会：安彦元） 

真珠王と謳われる「御木本幸吉」。しかし、御木本は、単なる発明家ではない。日本の十大発明家の中

でも異色の存在である（他の９人は、学者７人、技術者２人）。当初、成功率が 1～2％だった養殖真珠

の事業化に成功の陰には、巧みな特許戦略があった。積極的な特許の権利行使、開発に学者の助言を仰

ぐ産学連携など、今でも参考になるものがある。明治天皇への「世界中の女性の首を真珠でしめてご覧

に入れます。」との大見得を実現させた御木本の特許戦略に迫る話題提供をいただいた。  



 

2014年 7月 11日撮影 研究会の様子 

 

 

2015年 9月 12日撮影 ワークショップ参加者（の一部） 

 

 

2015年 12月 12日撮影 研究会の様子 


