
2019 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 

2020 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。 

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。2019 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。 

2020 年 1 月 18 日で開催回数は 209 回となり、メーリングリストのメンバーは 2000 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。これ以外に、産学

連携に関する討論会を、11 月 30 日に大阪において実施した。また、11 月 10 日の登壇者の講演を補完しさらに

議論を深めるために、スピンオフ研究会を 2019 年 1 月 17 日に実施した。 
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第 202 回知的財産マネジメント研究会（Smips） 

日時：2019 年 4 月 13 日（土） 83 名参加（教員 1, 外部参加者 82） 

 

★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・隅藏康一）：講義室Ｌ 

 テーマ：産学連携で未来を切り拓く～AI x 脳科学によるマーケティングイノベーション 

 講師：矢野 亮 様（株式会社 NTT データ 社会基盤ソリューション事業本部 ソーシャルイノベーション事

業部 イノベーション企画担当 部長／日本神経科学学会 産学連携推進委員） 

 

○ 法律実務（LAP）分科会 （足立昌聡）：講義室Ｋ 

 テーマ：「IP BASE」に見る、スタートアップと知財 

 講師：足立 昌聡 様（元特許庁法制専門官、インハウスハブ東京法律事務所代表弁護士、 

LINE/LINE ヘルスケア株式会社 Security&Privacy Counsel）  

 

★15：00－16：30 全体セッション：講義室Ｌ 

 テーマ：「STARTUPs×知財戦略」政策までの道のり 

 講師：松本 要 様（特許庁審判官/デザイン経営プロジェクトチーム） 

    

★17：00－18：30 セッション２ 

  

○ エンタメと知財分科会 （新井秀美）：講義室Ｌ 

 テーマ：ハードウエアスタートアップと知財 

 講師：栄田 源 様（株式会社 Genics 代表取締役） 

 講師：遠藤 達也 様（FastSpace 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Ｋ 

 テーマ：AI/IoT 時代のデータマネジメントに向けて 

 講師：山本 俊太郎 様（国立研究開発法人情報通信研究機構 (NICT) サイバーセキュリティ研究所 企画室） 

 講師：疋田 啓太 様（国立研究開発法人情報通信研究機構 (NICT) ソーシャルイノベーションユニット 

知能科学融合研究開発推進センター 連携推進室） 

   

○ 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：知識情報と因果ネットワークを中心とした特許戦略の世界へ 

 講師：久野 敦司 様（本分科会オーガナイザー） 

 

（成果） 

 セッション１の、産学連携によるイノベーション分科会では、消費者動向の変化、ヒューマンセンシングや

デジタル技術が急発展する中、発展を遂げているニューロサイエンスの潮流がテーマであった。近い将来、消

費者を理解する“コグニティブサービス市場”が立上がり、マーケティングにもハイインパクトを与えると考えら

れている。NTT データではこの大きな変化に対して、脳科学と AI を組合せた最先端技術を活用した産学連携

によるビジネス創出に取組んでおり、今回はその成果と活用事例をご紹介いただき、企業から見た産学連携の



メリットと課題について、理解することができた。 

 セッション１の、法律実務分科会では、特許庁のスタートアップ向け知財ポータル「IP BASE」を題材に、

スタートアップにおける知財という文脈で、どのような切り口から情報提供がなされているのかを巡りなが

ら、公表されている資料の活用法や特許庁の支援施策の利用方法を概観した。次の時間帯の全体セッションの

トピックを理解するための準備を行い、議論すべきポイントを検討することができた。 

 全体セッションでは、特許庁審判官/デザイン経営プロジェクトチームにご所属の松本要さんにお越し頂き、

『「STARTUPs×知財戦略」~政策までの道のり~』というテーマでご講演いただいた。後半では、インハウス

ハブ東京法律事務所代表弁護士の足立昌聰さんにもご登壇頂き、オーガナイザーも含めてパネルディスカッシ

ョンを行った。「なぜ特許庁がスタートアップ支援に取り組み始めたのか？」について把握することができ、

「立ち上げに携わった者がどのような経験・キャリアを経てどのような想いで取り組んでいるのか？」につい

て深く理解することができた。 

セッション２のエンタメと知財分科会では、ハードウエアスタートアップとして起業する際に特許がどのよ

うに活かされているのか、がテーマであった。J-Startup として 1 月の CES にも参加された、株式会社 Genics

（https://genics.jp/）代表取締役の栄田源様、ならびに、経済産業省主催「始動」において高高度ロケット輸送

システムの構想でオーディエンス賞を受賞なさった、FastSpace 株式会社 代表取締役 遠藤達也様にお越しい

ただいた。栄田様のお話からは、電動歯ブラシの海外事例も含めたクラウドファンディングや展示会のご経験

を踏まえて、日本企業と海外企業の差異を理解することができた。遠藤様のお話からは、サラリーマン時代に

ご自身の研究をもとに個人で特許を取得し起業するに至った経緯を踏まえて、起業を促進するために必要な施

策について議論することができた。 

 セッション２の産学連携分科会では、IoT や AI の活用が急速に進む中で重要度を増す「データ」の取扱いが

テーマであった。現在の知的財産権制度は必ずしも充分ではなく、確立された考え方もないため、データの提

供・利用について悩みを抱えている実務者が多い。そこで、経済産業省が新たに策定した「ＡＩ・データの利

用に関する契約ガイドライン」を参考にして、AI 技術の基礎を抑えるとともに知財・産学官連携の実務上の留

意点を確認することができた。また、NICT のデータマネジメントに関する事例紹介を通じ、アカデミアにお

けるデータの保護・活用について議論することができた。 

セッション２の特許戦略工学分科会では、第 4 次産業革命での国家戦略のキーポイントとされている「リア

ルデータの流通による Connected Industries の実現」がテーマであった。リアルデータが重要な理由は、リア

ルデータを用いて知識情報や因果ネットワークが形成できるからである。しかし、特許明細書に記載された請

求項から因果ネットワークを形成するというルートもある。今回は、知識情報および因果ネットワークを中心

に、競争領域での知財だけでなく、協調領域の新たな知財システムを紹介していただき、知識情報と因果ネッ

トワークを中心とした特許戦略について議論を深めることができた。 

  

 



 

第 203 回知的財産マネジメント研究会（Smips） 

日時：2019 年 5 月 11 日（土） 56 名参加（教員 1, 外部参加者 55） 

 

 

★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・隅藏康一）： 講義室 Ｌ 

    テーマ：これからの研究環境を考える～研究機器の共用に着目して(1) 

    講師：江端新吾様（東京工業大学 理事・副学長（企画担当）特別補佐／教授） 

    講師：伊藤裕子様（文部科学省 科学技術・学術政策研究所 科学技術予測センター 

主任研究官／センター長補佐）   

 

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

    テーマ：「発明・発見教室」の企画会議 

  

○ 法律実務（LAP）分科会 （足立昌聡・山田光利）： 講義室 Ｋ 

    テーマ：弁理士のキャリアデザインとこれからの特許事務所のあり方 

    講師：安高史朗 弁理士・会計士／湯浅竜 弁理士／佐竹星爾 弁理士 

 

★15：00－16：30 全体セッション： 講義室 Ｌ 

    テーマ：これからの研究環境を考える～研究機器の共用に着目して(2) 

    演題：研究機器の共用化の促進～Co-LABO MAKER の活動と、今後の課題 

    講師：古谷優貴様（株式会社 Co-LABO MAKER 代表取締役） 

    コメンテータ：江端新吾様（再掲）、伊藤裕子様（再掲） 

  

★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：「三位一体のパテントポートフォリオ構築」 

― 鉛筆の転がり防止を例題とした 問題解決アイデア出し教育資料(案) ― 

    講師：長谷川 陽一 様（MPUF R&D イノベーション研究会 知財ワーキンググループ） 

  

（成果） 

セッション１の産学連携によるイノベーション分科会では、研究機器を一つのラボや研究所だけで囲い込む

のではなく、多くのラボ・研究所・研究者により共用することを促進するという活動にフォーカスして、江端

新吾様には、日本における研究基盤の整備や研究機器の共用化についての動きや、今年 3 月まで所属なさって

いた北海道大学における事例について、お話しいただいた。伊藤裕子様には、国際的な動向についての調査結

果をお話しいただいた。それにより、国内外の動向、今後の方向性、研究活動や研究者の在り方へのインパク

ト、などに関して理解を深めることができた。 

それに続く全体セッションでは、株式会社 Co-LABO MAKER を立ち上げて研究機器の共用化を促進するた

めの活動を実際に行っていらっしゃる、古谷優貴様に、研究機器の共用化を社会実装したご経験に基づくお話

を伺い、研究機器を共用化する活動にどのような課題があるか、今後の方向性、関連する海外の民間セクター

の動き、などについて理解を深めることができた。 



 セッション１の知識流動システム（KMS）分科会では、６月２９日（土）AM に東川小学校での実施を予定

している「発明・発見教室」の企画を検討した。2011 年に実施した「汚れを科学する」の内容を見直し、再度

実施することを決定し、詳細を打ち合わせることができた。 

 セッション１の法律実務分科会では、「働き方改革法案」が 4 月に施行され、組織に所属しないフリーラン

ス、複数の仕事に関わる副業（複業）など、働き方の多様化が議論される中、特許業界の働き方について議論

した。それぞれ別々のキャリアを歩みながら、現在は同じ特許事務所に所属し、実務の傍ら事務所運営を行っ

ている 3 名の弁理士の方々を招いて、お話を伺うことにより、弁理士のキャリアデザインとこれからの特許事

務所のあり方について、議論を深めることができた。 

セッション２の特許戦略工学分科会では、知財業界でなじみが深く、クレームの上位概念化の演習問題とし

て多用されてきた「鉛筆の転がり防止問題」を題材に、演習を行い、元のアイデアとは別出願になるアイデア

まで数多く網羅的に発案していく見本例を示していただくことで、発明の生み方について理解を深めることが

できた。 

  

  



 

第 204 回知的財産マネジメント研究会（Smips） 

日時：2019 年 6 月 8 日（土） 69 名参加（教員 1, 外部参加者 68） 

 

 

★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・隅藏康一）：講義室Ｌ 

    テーマ：京大オリジナルが取り組むナレッジトランスファー 

    講師：大西 晋嗣 様（京大オリジナル 取締役）  

 

○ 法律実務（LAP）分科会 （足立昌聡・山田光利）：講義室Ｋ 

    テーマ：スタートアップの「エコシステム」を理解する 

    講師：川端 康夫 様（アクティブビジョン株式会社 代表取締役） 

   

★15：00－16：30 全体セッション：講義室Ｌ 

    テーマ：大企業は、本当にスタートアップを求めているのか 

    講師：本間 充 様（アウトブレインジャパン 顧問／アビームコンサルティング 顧問／ 

事業構想大学院大学 客員教授） 

  

★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 

○ 知識流動システム（KMS）分科会（西村由希子・天元志保・長壁健）：４階・研究会室４Ａ 

 全体セッションに続いて、本間 充 様への質疑応答や議論を行う。 

 

○ 知財キャリア分科会 （上條由紀子）：講義室Ｆ 

    テーマ：オープンイノベーション促進のための新たな知財の活用 

    講師：遠藤 雅人 様（トヨタ自動車株式会社 知的財産部 IP 戦略グループ 主幹） 

 

○ 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：三位一体のパテントポートフォリオ構築 その２ 

 

（成果） 

 セッション１の産学連携によるイノベーション分科会では、京大オリジナルが取り組む技術移転ではない

「ナレッジトランスファー」についての講演をいただき、ナレッジトランスファーと技術移転との違い、なら

びに今後の産学連携の方向性について、理解を深めることができた。 

 セッション１の法律実務分科会では、スタートアップ支援に長年関わってきた川端康夫氏をゲストに招き、

「スタートアップの成長を支えるエコシステムの全容」について話題提供いただくことで、「多くのスタートア

ップが生まれてから成長していく過程で、どのような課題が生まれ、どのような支援が行われ、どう解決され

ていくのか（あるいは、課題を解決できずに終わるのか）」、ならびに、スタートアップに対して知財業界ので

きることを押し付けるのではなく、まずはフラットな気持ちで「スタートアップを支援するとはいったいどう

いうことなのか」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、講師の本間様に、花王時代にスタートアップの取り組みを行った経験と、アメリカの

SXSW を定点観察している視点から、お話をいただき、何らかの形でスタートアップに魅力を感じて一緒に取



り組みたい大企業が増えていることを把握することができた。さらに、日本の大企業とスタートアップとの間

でどのような取り組みが実施されているのかについて、理解を深めることができた。 

それに続いて、セッション２の KMS 分科会では、本間様を囲んでさらに討論を進めた。スタートアップと

の連携に関する大企業の取り組み方は大きく 2 種類に分類でき、一つは、テーマを決めずにスタートアップ的

な事業開発を行うものであり、もう一つは、自社だけの研究・開発の限界があるので外部のスタートアップな

どの力を借りて進めたいテーマについて成長させるものである、ということを理解することができた。 

セッション２の知財キャリア分科会では、遠藤様に、オープンソースソフトウエア（OSS）周りのトピック

スを中心にオープンイノベーション促進のための新たな知財の活用のトレンドについてお話しいただくこと

で、IoT の進展に伴いソフトウエア知財の世界が大きな変革期を向えていることを理解することができた。 

 セッション２の特許戦略工学分科会では、三位一体のパテントポートフォリオ構築をテーマに、鶴見 隆様に

「三位一体の知財戦略」について、楠浦 崇央様に「いい事業分野/テーマ探し」（エッジ情報探索手法）につい

て、大田 恭義様に「ある事業分野/課題探し」（課題ころがし）についてお話をいただき、持続的優位性のある

パテントポートフォリオ構築をビジネスモデルに組み込んでいく戦略について理解することができた。また、

今後立ち上がる市場で業界トップに立つアイデアを出したい、武器になる知財を創出したい、業界をリードし

たい、など、差迫った問題の解決にも役立つエッジ情報探索手法を体得することができた。課題発掘アプロー

チのひとつである「バイアス崩し」のコツの一端を知ることもできた。 

 

  

  



 

第 205 回知的財産マネジメント研究会（Smips） 

日時：2019 年 7 月 6 日（土） 58 名参加（教員 1, 外部参加者 57） 

 

 

★13:00－14:30 セッション１ 

○ 法律実務（LAP）分科会 （足立昌聡・山田光利）：講義室Ｌ 

 テーマ：スタートアップと省庁は共に成長できる関係へ――経産省からメルカリに出向した 8 カ月の体験談 

 講師：八木 春香 様（経済産業省 大臣官房 秘書課 課長補佐（採用担当）） 

  

○ 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・発見教室の振り返りと、今後の実施計画について 

 

★15：00－16：30 全体セッション：講義室Ｌ 

    テーマ：クリエイティブの可能性〜さまざまな社会課題解決のために〜 

    講師：石川 淳哉 様（株式会社ドリームデザイン 代表取締役社長） 

 

★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Ｌ 

    テーマ：コンテンツ利用におけるブロックチェーン技術活用の法的課題 

    講師：張 睿暎 様（獨協大学法学部 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Ｋ 

    テーマ：尖った人材を育てる価値デザイン社会の実現に向けて 

  

○ エンタメと知財分科会 （新井秀美）：講義室Ｆ 

    テーマ：発電と知財 

    講師：小野貴久様（電力会社勤務） 

   

（成果） 

 セッション１の法律実務分科会では、経済産業省が 2018 年に創設した、意欲のある職員をベンチャー企業等

に派遣し、スピード感ある経営現場での経験等を通じて政策遂行力を育成する「経営現場研修」の一環とし

て、2018 年 8 月から 2019 年 3 月まで、経済産業省から日本を代表するスタートアップ企業のメルカリ・メル

ペイに出向なさった、八木春香様をゲストに招き、お話を伺うことで、そもそも「政策遂行力」とは何か、ス

タートアップの良いところや問題点などについて、理解を深めることができた。 

 セッション１の KMS 分科会では、先日 6/29 に都内・東川小学校で「水と油は混ざらない!? 界面活性と乳化

のはたらき」をテーマに実施した「発明・発見教室」の振り返りを行い、今後の実施計画について詳細を決定

し話し合うことができた。 

 全体セッションでは、自らの職能であるプロデュースとクリエイティブの経験をもとに、課題解決へと自発

的に取り組んでいらっしゃる、ソーシャル・バリュー・プロデューサー石川淳哉様に、これまで携わったプロ

ジェクト、将来展望などについて、お話しいただき、課題先進国日本において、クリエイティブが果たしうる

役割とその可能性について、理解を深めることができた。 



 セッション２の産学連携分科会では、著作権登録およびコンテンツ利用におけるブロックチェーン技術の活

用可能性と課題についてお話をいただき、ブロックチェーン技術の利活用の実例およびその法的課題につい

て、理解を深めることができた。 

 セッション２の特許戦略工学分科会では、6 月 21 日に決定・公表された「知的財産推進計画 2019」を題材

として、議論を行うことで、今後のオープン・イノベーションに必要な要素、三位一体のパテント・ポートフ

ォリオ構築の方策、人材と組織の強みの発揮のための方法について、論点を整理し理解を深めることができ

た。 

 セッション２のエンタメと知財分科会では、電力会社勤務で知財(主に特許)の調査分析に従事なさっている小

野様にご講演いただき、風力発電関連のスタートアップの知財戦略の構築に資する多くの情報を共有すること

ができた。 

 

  

  



 

第 206 回知的財産マネジメント研究会（Smips） 

日時：2019 年 10 月 5 日（土） 58 名参加（教員 1, 外部参加者 57） 

 

★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・隅藏康一）：講義室 Ｌ 

    テーマ：スター・サイエンティストと日本のイノベーション 

    報告者：牧 兼充（早稲田大学 准教授） 

「スター・サイエンティストと日本のイノベーション プロジェクト概要」 

    報告者：隅蔵康一（政策研究大学院大学 教授） 

「San Diego エリアのスター・サイエンティストの事例」 

    報告者：長根（齋藤）裕美（千葉大学 准教授） 

「どのようにスター・サイエンティストを同定できるか？ 

多角的視点から見た日本のスター・サイエンティストの分類と全体像」 

 

★15：00－16：30 全体セッション：講義室 Ｌ 

    テーマ：成功する医療機器ビジネスモデル― ゼロからの段階的参入でブレイクスルーを起こす ― 

    講師：久保田 博南 様（ケイ・アンド・ケイ ジャパン株式会社 代表取締役） 

  

★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：尖った人材の発掘と育成 

    講師：片岡敏光オーガナイザー 

 

○ エンタメと知財分科会 （新井秀美）：講義室 Ｌ 

    テーマ：大学と GDPR 

    講師：日置 巴美 様（三浦法律事務所 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・発見教室に関する話し合い 

 

（成果） 

 セッション１の産学連携によるイノベーション分科会では、論文の引用度の高い研究者すなわちスター・サ

イエンティストをテーマとした研究プロジェクトの背景とこれまでの成果について、3 件の報告があり、スタ

ー・サイエンティストが企業と関わることにより科学者と企業双方にプラスの効果があること、スター・サイ

エンティストがイノベーション・エコシステムにおいて重要な役割を果たしていること、今後の科学技術イノ

ベーション政策においてスター・サイエンティストの育成のための方策が重要であること、を理解することが

できた。 

全体セッションでは、医療機器ビジネスモデルをテーマとしたお話を伺った。医療機器開発支援事業などが

目白押しに繰り出され、医療機器産業への関連の話が頻繁に議論されているが、その議論の中心はいつも法規

制対応で、具体的にどう進めるかという実践論がなされていなかった。この講演で、医療機器開発の成功例を

取り上げていただくことにより、これからの環境変化にどう応えるのか、そのために何をいかに開発するべき



か、医療機器、健康機器、介護／福祉機器の開発のチャンスをどう活かすかについて、新たな知見を得ること

ができた。 

 セッション２の特許戦略工学分科会では、７月例会の続編として、政府が６月に発表した「知的財産推進計

画２０１９」の中から、「尖った人材の発掘と育成」をテーマに議論を行い、雇用環境や働き方をめぐる状況

が変化する中で、これまでの人材発掘・育成策にとらわれない新たな発想が必要であることを実感することが

できた。 

 セッション２のエンタメと知財分科会では、昨年５月に施行された GDPR と学術研究との関係をテーマとし

たご講演をいただき、その執行例を整理していただくことで、国境を越えたデータの取扱いが当たり前のもの

となってきた昨今、一つのデータ取扱いについて複数国の法令が適用されることがあり、適法なデータの取扱

いを担保するための検討自体が複雑化してきている学術研究分野においても例外ではないことにつき、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、東川小学校で年２回実施している「発明・発見教室」の次回（12/14）開

催内容について話し合い、「折り紙」をテーマに、折り畳んだりすることが活かされている発明や意匠につい

てのプログラムを検討することができた。 

 

  
  



 

第 207 回知的財産マネジメント研究会（Smips） 

日時：2019 年 11 月 9 日（土）  42 名参加（教員 1, 外部参加者 41） 

 

 

★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・隅藏康一）：講義室Ｌ 

    テーマ：ロボットレストラン用シミュレータ等の開発と知財戦略 

    講演者：大内 秀治 様（弁理士） 

    ※日本知財学会・知財学ゼミナール・オープンセミナーとの共催企画として開催いたしました。 

 

★15：00－16：30 全体セッション：講義室Ｌ 

   テーマ：デザインで科学技術との“共感しやすい接点”を探る 

   講師：辰巳 明久 様（京都市立芸術大学 美術学部 教授；認定 NPO 法人健康医療評価研究機構  

学術諮問委員；京都大学大学院医学研究科 非常勤講師） 

   https://www.kcua.ac.jp/professors/tatsumi-akihisa/ 

   https://twitter.com/akihisatatsumi/ 

     

★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Ｌ 

    テーマ：デザインで科学技術との“共感しやすい接点”を探る（続） 

    講師：辰巳 明久 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Ｋ 

    テーマ：企業における事業戦略と知財戦略―オープン＆クローズ戦略で事業創出― 

    講師：林 力一 様（東京知財経営コンサルティング 代表弁理士） 

  

○ エンタメと知財分科会 （新井秀美）：講義室Ｆ 

    テーマ：「Web にまつわる法律の考え方〜事例や事件を題材にクリエイティブを考える」 

ならびに「スタートアップ企業に関する話」 

    講師：新井秀美オーガナイザー 

 

（成果） 

 セッション１の産学連携によるイノベーション分科会では 大内弁理士が在職中に大学院で研究した「ロボ

ットレストラン用シミュレータ」（ロボットがフロアで働くレストランについて経営シミュレーション・動作

シミュレーションを行うもの）などの事業化を図っている過程を、その知財戦略と共にご紹介いただき、理解

を深めることができた。 

全体セッションでは、科学や技術との“共感しやすい接点”を探ろうと、デザイン・知財・医療・工学・看護へ

のアプローチを考え、日々取り組みを進化させておられる、辰巳教授に、毎年、京都 ddd ギャラリーで開催し

ている「グラフィックで科学を学ぼう」展の事例をはじめ、大阪大学知的基盤総合センターと共催する「医看

工芸ものづくりワークショップ」を通じた人材育成など、近年のアクティビティをご紹介いただいた。講師は



美術がご専門ということもあり映像が豊富で、取り組みを分かりやすく理解することができ、具体的に知見を

深めることができた。 

セッション２の KMS 分科会では、全体セッションに続けて、辰巳講師とこのセッションへの参加者 10 人程

度で全議論を深堀りした。少人数ということもあり、ひとりひとり活発な発言があり、デザインから日本の教

育に対する提言などにも派生し、知見を広げることができた。 

特許戦略工学分科会では、最近の欧米企業の成功事例から、日本企業がオープン＆クローズ戦略を成功させ

るための重要点を示唆いただいた。また、アライアンスをする際に必要な知財マネジメントを強化すること

と、それらを実現するための管理体制を企業内で整備することが重要とのことで、貴重な気付きを得ることが

できた。 

エンタメと知財分科会では、新井オーガナイザーが講師として、先日 11 月 1－2 日に開催された WordCamp 

Tokyo 2019（WordPress のカンファレンス。WordPress とはブログなどのサイトを専門知識なくても比較的

簡単に作ることができるツール（CMS））で話した内容「Web にまつわる法律の考え方〜事例や事件を題材に

クリエイティブを考える」と、10 月 15 日に東京大学教養学部統合自然科学科の講義（隅藏康一 Smips 総合オ

ーガナイザーの「知財・技術経営論」の講義）のゲスト・スピーカーとして話した内容（スタートアップ企業

に関する話）を中心に、話題提供があり、それを踏まえて意見交換を行い活発な議論を行うとことができた。 

 

  

 

  

  



 

第 208 回知的財産マネジメント研究会（Smips） 

日時：2019 年 12 月 14 日（土）  85 名参加（教員 1, 外部参加者 84） 

 

★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・隅藏康一） 

    テーマ：技術移転機関に求められる組織マネジメントとは 

    講演者：山本 貴史 オーガナイザー 

 

○ 法律実務（LAP）分科会（足立昌聡・山田光利） 

    テーマ：特許事務所の弁理士がスタートアップの CIPO になるということ 

    講演者：松本文彦様（弁理士・松本特許事務所代表・株式会社アニポス 取締役 CIPO） 

   

★15：00－16：30 全体セッション 

  テーマ：事例で見る知財戦略セオリとその実践論～R&D やビジネスのステージにおける知財戦略の考え方 

   講師：鮫島 正洋 様（弁護士法人内田鮫島法律事務所 代表） 

  

★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） 

    テーマ：全体セッションの続き、質疑応答・フリーディスカッション 

    講師：鮫島 正洋 様（同上） 

  

○ 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） 

    テーマ：産学官連携政策の推移から考える大学の立ち位置 

    講師：桑島修一郎様（京都大学産官学連携本部特任教授） 

 

（成果） 

 セッション１の産学連携によるイノベーション分科会では、イノベーションを創造するマネジメントについ

て、東大 TLO のケースをもとに山本オーガナイザーにお話しいただいた。ディスカッションを通じて、技術移

転機関に求められる組織マネジメントについて初心者でも分かりやすく理解を深めることができた。 

法務実務分科会では、特許庁が「スタートアップ×知財」を施策の 1 つとして打ち出すなど知財の専門家とス

タートアップ業界の関係が深まる中、特許事務所を経営しながらスタートアップの現場に飛び込むという選択

をした松本氏をお招きして、スタートアップを中心にお話しいただいた。知財業界の方には今後のキャリアの

参考に、スタートアップ業界の方には知財との向き合い方を考えるきっかけを得る機会となった。 

全体セッションでは、小説「下町ロケット」に登場する神谷弁護士のモデルでもある鮫島 正洋弁護士をお招

きして、事例で見る知財戦略セオリとその実践論～R&D やビジネスのステージにおける知財戦略の考え方をテ

ーマにお話しいただいた。知財とビジネスとの因果関係の解明をライフワークとされてきた鮫島先生が、今回

の講演ではその集大成である「知財戦略セオリ」についてご講演くださった。知財に従事する方のみならず、

R&D／事業戦略を担当する方にも必須の内容であり、それ以外の参加者にも技術に対する特許など身近な事例

で分かりやすく明快に興味深い内容でご講演くださり、複雑な内容も明快に理解することができた。 



セッション２の特許戦略工学分科会では、全体セッションでお話しくださった鮫島先生を囲んで、全体セッ

ションでの講演の内容について質疑応答続編、フリーディスカションを行った。参加者それぞれが貴重な機会

として講演内容の理解を深めることがきた。 

産学連携分科会では、研究・イノベーション学会理事でもある京都大学桑島先生をお招きし、産学官連携政

策の推移から考える大学の立ち位置をテーマにお話しいただいた。専門分野の内容を詳しくお話しくださり、

産学官連携政策とそれが大学にどのような影響を及ぼすかについての知見を深めることができた。 

 

  

  



 

第 209 回知的財産マネジメント研究会（Smips） 

日時：2020 年 1 月 18 日（土）  75 名参加（教員 1, 外部参加者 74） 

 

 

★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・隅藏康一） 

    テーマ：研究開発型大学発ベンチャーの現状と課題 

    講師：新村 和久様（EY 新日本有限責任監査法人 パブリックアフェアーズグループ シニアコンサル

タント／NISTEP 客員研究官） 

 

○ 法律実務（LAP）分科会（足立昌聡・山田光利） 

    テーマ： 2020 年知的財産のホットイシュー 

    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） 

     テーマ：「1/19（日）開催「発明・発見教室」についてミーティング」 

 

★15：00－16：30 全体セッション 

   テーマ：「Winny 事件を題材に技術者に伝えていくべきことを考える」 

講師：壇 俊光 様 （弁護士 北尻総合法律事務所（元）Winny 事件弁護団事務局長） 

 

★17：00－18：30 セッション２ 

 

○ 特別企画セッション 

    テーマ：「産学連携のための知財戦略」 

１．知財戦略デザイナー派遣事業の紹介 

２．知財戦略デザイナーの大学での活動について 

３．パネルディスカッション 

  

モデレーター：隅蔵 康一（政策研究大学院大学 教授） 

登壇者： 

嵯峨根 多美 様 特許庁企画調査課 課長補佐（上記１，３） 

仲村 靖 様   知的財産戦略デザイナー/弁理士 山王内外特許事務所（上記２，３） 

羽鳥 賢一 様  (一社)大学技術移転協議会 事務局長・慶應義塾大学 訪問教授（上記３） 

堀野 功 様   NTT データ経営研究所 シニアマネージャー（上記３）  

 

○ 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） 

    テーマ：温故知新「チキンラーメンの初期パッケージからひもとく知財戦略」 

       講師：永井隆オーガナイザー 

 



○ 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） 

  テーマ：「大学研究者から見た研究成果の商品化への道のりー産学連携や知財関係のシステムの重要性」 

    講師：亀田 剛 様 （日本歯科大学 新潟生命歯学部 歯科矯正学講座） 

 

○ エンタメと知財分科会 （新井秀美） 

     テーマ：エンジニア&法律家による LT 大会 

     講師：壇 俊光 様 （弁護士 北尻総合法律事務所（元）Winny 事件弁護団事務局長） 

 

（成果） 

 セッション１の産学連携によるイノベーション分科会では、研究開発型大学発ベンチャーの現状と課題をテ

ーマに新村氏にお話しいただいた。今まで研究されてきた背景から詳しくお話いただき、参加者との活発なデ

ィスカッションを通じて、研究開発型大学発ベンチャーについての知見を広げ理解を深めることができた。 

法務実務分科会では、足立オーガナイザーに 2020 年知的財産のホットイシューをテーマにお話しいただい

た。司法の専門家であられる足立氏からホットイシューについて伺い、今後の展望についてそれぞれが考慮す

るきっかけを得た。 

知識流動システム（KMS）分科会では、1/19（日）に港区 SHIBAURA HOUSE で「生きものから学ぶ！」

をテーマに、バイオミメティクスについて小学生＆保護者約 60 名に向けてお話し＆工作ワークショップ「発

明・発見教室」を開催するにあたり、実施内容の打合せを行った。翌日に迫り、工程や内容を話し合い最終確

認としてミーティングにてメンバーで当日のイメージを共有することができた。同時に実施ボランティアの募

集も行った。 

全体セッションでは、Winny 事件の事務局長として開発者の弁護活動を担当した弁護士の壇氏を招きして、

Winny 事件を題材にて著作権としての側面および刑事事件としての側面から振り返りを行った。参加者から活

発な意見発言を事前の告知で求めていたことで、積極的なさまざまな意見や質問があり、充実した内容となり

参加者各人が著作権保護制度とイノベーションの関係についての知見を広げることができた。 

セッション２の特別企画セッションでは、特許庁をはじめ、各登壇者からそれぞれの取り組みや事例など、

専門的な内容を具体的にお話しいただき理解を深めることができた。パネルセッションでは参加者の質問から

派生した日本とアメリカの比較など、知的財産戦略に関して濃密なご意見を伺い、理解を深め産学連携のため

の知財戦略について具体的な知見を得る機会となった。 

特許戦略工学分科会では、温故知新「チキンラーメンの初期パッケージからひもとく知財戦略をテーマに永

井オーガナイザーにお話しいただいた。身近なチキンラーメンが題材であり、これには商標・意匠・特許２件

の登録番号が印刷されているが、模倣品対策に威力を発揮したのは、こられの権利でなく不正競争防止法であ

ったことなどが示された。チキンラーメンの初期パッケージという身近な題材から知財戦略について分かりや

すくお話いただき理解を深めることができた。 

産学連携分科会では、日本歯科大学の亀田氏にご登壇いただいた。大学病院で歯科の臨床医として医療に、

また大学教員として、教育・研究に携わられその一方で、医療機器開発にも取り組まれていらっしゃる視点か

ら、商品化されてうまくいった事例、うまくいかなかった事例、商品化に向けて動いている事例などを詳しく

お話しいただいた。取り組みの中で、自身が研究開発から特許出願、商品化まで経験した結果、産学連携や特

許などを出す上で感じたこと、企業と仕事する上での注意点・対策などについて具体的に知見を深めることが

できた。 

エンタメと知財分科会では全体セッションから引き続き壇氏にご参加いただき、エンジニアや法律家の方と

の Lightning Talk セッションにて意見交換会を行い、それぞれの理解を深めることができた。別途 LT 登壇者



を connpass というサイトで募集して積極的な議論参加を求め議論を通じて新たな気付きと共に理解を深めるこ

とができた。 

 

  

 

  



スピンオフ研究会 報告 

 

日時 ： 2019 年 8 月 25 日（日）14:00～16:00 

場所 ： SHIBAURA HOUSE 1 階（〒108-0023 東京都港区芝浦 3-15-4） 

参加者：ワークショップ 10 名（教員 1, 外部参加者 9） 

実施者：寺田 勉 氏（元防府市青少年科学館ソラール 館長。元中学校理科教員） 

テーマ：「発明・発見教室」ロケットカーで学ぶニュートンの法則  

 

実施内容： 

KMS 分科会のスピンオフ研究会として、本実証事業を行った。 

本実証事業では、元防府市青少年科学館ソラール館長として、来館者に展示解説を行うスタッフ育成に携わ

り、元中学校理科教員および教頭・学校長を計 12 年も務めた寺田勉氏から、科学コミュニケーターに必要なス

キルについてヒアリングを行った。その中で、科学の基礎知識、特に物理原則については、体験を通じて学ぶ

ことの重要性が語られた。 

 また、寺田氏が地元山口県の小学生を対象に十数回に渡って実施している「ニュートンの運動法則」を学ぶ

ワークショップを、東京在住の小学生に向けて実施し、その様子を観察した。ワークショップでは、説明だけ

でなく、参加者同士 2 人が組になって手で押し合う体験を通じて作用・反作用を知り、この原理を知った上

で、風船から押し出される空気によって風船を押し返す力を用いて前に進む紙製の車を作り、競争させた。さ

らに、この法則を活かした発明などを紹介することで、発明の面白さを実感させることができた。 

 

参考サイト：NASA ロケット教室活動 

http://bekkoame.ne.jp/~yoichqge/roc/2000_3_4/Edu/NASA_BOOK/htmls/Rocket_Car.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


