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平成平成11５年度特許流通促進セミナー開催結果５年度特許流通促進セミナー開催結果

開催場所及び参加人数

92特許流通フェア2003in広島広島県立広島産業会館１２月３日

１１月２０日
3092003特許流通フェアin関東東京ビッグサイト東３ホール

１１月１９日

94特許流通フェア2003in九州西日本総合展示場 新館１１月１３日

112特許流通シンポジウムin東北2003江陽グランドホテル１１月２７日

ホテルポールスター札幌

181平成15年度近畿特許流通フェア大阪国際会議場１１月２６日

146特許流通シンポジウム北海道１０月２１日

95特許流通フェア中部2003名古屋市中小企業振興会館１０月９日

55知的財産権制度説明会
（初心者向け）

高松テルサ７月８日

参加者同時開催イベント会場開催月日

合計 1,084 名
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平成平成11５年度特許流通促進セミナー開催結果５年度特許流通促進セミナー開催結果各会場別プログラム

■高松会場 ７月８日

・質疑応答11：50～12：00

・講演「共同研究と知的財産権」
社団法人 発明協会 特許流通アドバイザーグループ

参事 佐々木 勝彦
11：20～11：50

・講演「知的財産権の活用」
香川県知的所有権センター

特許流通アドバイザー 福家 康矩氏
10：50～11：20

＜休憩＞10：40～10：50

・講演「特許情報の活用」
香川県知的所有権センター

検索指導アドバイザー 中元 恒氏
9：50～10：40

・「特許流通促進事業の概要」
独立行政法人 工業所有権総合情報館

情報流通部長代理 松田 渉
9：30～9：50

プログラム内容時間
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平成平成11５年度特許流通促進セミナー開催結果５年度特許流通促進セミナー開催結果

■名古屋会場 １０月９日

・パネルディスカッション
「知的重視の経営戦略」

モデレーター：システム・インテグレーション㈱
代表取締役社長 多喜 義彦氏

パネリスト ：浜松ホトニクス㈱ 常務取締役 中央研究所長
工学博士 鈴木 義ニ氏

パネリスト ：寳洋水産㈱ 代表取締役社長 畠山 信彦氏
パネリスト ：㈱デルタツーリング 取締役社長 藤田 均氏
パネリスト ：独立行政法人 工業所有権総合情報館

情報流通部長代理 西村 直史

14：00～15：30

・講演「知的財産権立県愛知をめざして」
愛知県産業労働部産業技術課 主幹 藤井 敏夫氏

13：00～13：45

＜休憩＞13：45～14：00

＜昼休み＞12：00～13：00

・「特許流通データベースの紹介」
（財）日本特許情報機構 情報流通部

特許流通DB管理課長 山田 育男氏
11：50～12：00

・講演「特許情報の活用」
愛知県知的所有権センター 検索指導アドバイザー 加藤 英昭氏

11：30～11：50

・講演「特許情報からトレンドを読む ～特許流通支援チャートの活用～」
社団法人 発明協会 研究所 研究センター

調査研究グループ 主任研究員 中井 晃
11：00～11：30

・「特許流通促進事業の概要」
独立行政法人 工業所有権総合情報館 情報流通部長代理 西村 直史

10：30～11：00

プログラム内容時間
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平成平成11５年度特許流通促進セミナー開催結果５年度特許流通促進セミナー開催結果

■札幌会場 １０月２１日

・講演「共同研究と知的財産権」
社団法人 発明協会 特許流通アドバイザーグループ 参事 佐々木 勝彦

14：00～14：30

・講演「知的財産権の活用」
北海道知的所有権センター 特許流通アドバイザー 宮本 剛汎氏

13：30～14：00

・講演「産学官連携に対する北海道ティー・エル・オーの取り組み」
北海道ティー・エル・オー㈱ 特許流通アドバイザー 岩城 全紀氏

13：00～13：30

＜昼休み＞12：00～13：00

・講演「北海道における技術開発と実用化」
北海道経済部産業振興課 参事 平野 幸彦氏

11：30～12：00

・講演「特許情報からトレンドを読む ～特許流通支援チャートの活用～」
社団法人 発明協会 研究所 研究センター

調査研究グループ 主任研究員 田中 貞男
11：00～11：30

・「特許流通データベースの紹介」
（財）日本特許情報機構 情報流通部

特許流通DB管理課 副主幹 笠原 誠氏
10：50～11：00

・「特許流通促進事業の概要」
独立行政法人 工業所有権総合情報館 情報流通部長代理 松田 渉

10：30～10：50

プログラム内容時間
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平成平成11５年度特許流通促進セミナー開催結果５年度特許流通促進セミナー開催結果

■九州会場 １１月１３日

・講演「特許情報からトレンドを読む ～特許流通支援チャートの活用～」
社団法人 発明協会 研究所 研究センター

調査研究グループ 主任研究員 堀江 正明
13：00～13：30

・パネルディスカッション
技術移転成功事例「ガス漏えい検査機の開発」

モデレーター： 社団法人 発明協会 参事
統括特許流通アドバイザー 渡辺 正

パネリスト ： 熊本県知的所有権ｾﾝﾀｰ
特許流通アドバイザー 深見 毅氏

パネリスト ： ㈱エイムテック 代表取締役 有馬 慎一郎氏
パネリスト ： 熊本大学 地域共同研究センター科学・技術相談室長

助教授 上田 昇氏

14：15～15：30

＜休憩＞14：00～14：15

・講演「北九州地域活性化に向けた
知的クラスター創成事業の取組みと知財戦略」

（財）北九州産業学術推進機構 ヒューマンテクノクラスター
推進センター長 影山 隆雄氏

13：30～14：00

＜昼休み＞12：00～13：00

・講演「知的財産をめぐる最近の動向」
政策研究大学院大学 助教授 生越 由美氏

11：00～12：00

・「特許流通促進事業の概要」
独立行政法人 工業所有権総合情報館 情報流通部長代理 松田 渉

10：30～11：00

プログラム内容時間
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平成平成11５年度特許流通促進セミナー開催結果５年度特許流通促進セミナー開催結果

パネリスト ：独立行政法人 工業所有権総合情報館 情報流通部長 北島 健次

パネリスト ：IPX㈱ 管理部長 内海 大樹氏

パネリスト ：㈱価値総合研究所 主席研究員 桜井 勉氏

パネリスト ：ピー・エル・エックス㈱ 代表取締役社長 大津山 秀樹氏

モデレーター：松尾綜合法律事務所 弁護士・弁理士 鮫島 正洋氏

・パネルディスカッション「特許流通ビジネスの現状と課題」14：00～15：30

＜休憩＞13：50～14：00

松下電器産業㈱ IPRオペレーションカンパニー 副参事 国重 秀則氏

・講演「松下電器の知的財産権活動」13：00～13：50

＜昼休み＞12：00～13：00

IPトレーディングジャパン㈱ 代表取締役社長 梅原 潤一氏

・講演「新時代の知的財産管理」11：30～12：00

（社）発明協会 研究所 研究ｾﾝﾀｰ 調査研究グループ 主任研究員 田中 貞夫
「特許流通促進セミ

ナー」

・講演「特許情報からトレンドを読む～特許流通支援チャートの活用～」11：00～11：3011月20日（木）

（財）日本特許情報機構 情報流通部 特許流通ＤＢ管理課長 山田 育男氏

・「特許流通データベースの紹介」10：50～11：00

独立行政法人 工業所有権総合情報館 理事 蔵持 安治

・「特許流通促進事業の概要」10：30～10：50

・「結果発表」15：50～16：00

・案件５「光触媒を用いた羊毛の防縮加工法」 埼玉県産業技術総合センター15：10～15：50

・案件４「高出力マイクロポンプ」 セイコーエプソン株式会社14：30～15：10

＜休憩＞14：20～14：30

・案件３「リフレッシュ装置」 松下電工株式会社13：40～14：20

愛知県産業技術研究所

・案件２「耐衝撃性に優れた熱可塑性プラスチック複合材の製造方法」13：00～13：40「特許ビジネス市」

＜昼休み＞12：00～13：0011月19日（水）

・グアニジン塩（リンス基剤）

・ダービリア＋酸化型補酵素A（皮膚しわ改善剤）

・エラグ酸（皮膚美白有効成分）

ライオン株式会社

・案件１「化粧品及びその素材等からライセンス可能な技術11：00～12：00

社団法人 発明協会 特許流通促進ｸﾞﾙｰﾌﾟ 課長 松崎 明範

・特許ビジネス市趣旨及び概要説明10：50～11：00

・主催者挨拶 独立行政法人 工業所有権総合情報館 理事長 藤原 譲10：40～10：50

プログラム内容時間日付

■東京会場 １１月１９・２０日
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平成平成11５年度特許流通促進セミナー開催結果５年度特許流通促進セミナー開催結果

■大阪会場 １１月２６日

・「結果発表」15：30～15：40

・案件３「粉末冶金における無気圧でのニアネットシェイプ成形法」
大阪府立産業技術総合研究所

14：50～15：30

＜休憩＞14：40～14：50

・案件２「磁気センサー」
株式会社 島津製作所

14：00～14：40

・案件１「触媒燃焼技術」
松下電器産業株式会社

13：20～14：00

・特許ビジネス市趣旨及び概要説明
社団法人 発明協会 特許流通促進グループ 課長 松崎 明範

13：00～13：20

＜昼休み＞12：00～13：00

・講演「知的財産の新しい活用方法
～アライアンスから証券化、信託、IRまで～」

青山学院女子短期大学 教授 菊池 純一氏
11：20～12：00

・講演「企業における知的財産の活用～松下電工の例～」
松下電工㈱ 知的財産部 部長 厳樫 邦弘氏

10：40～11：20

・「特許流通促進事業の概要」
独立行政法人 工業所有権総合情報館 情報流通部長代理 西村 直史

10：30～10：40

プログラム内容時間



Page 8

平成平成11５年度特許流通促進セミナー開催結果５年度特許流通促進セミナー開催結果

■仙台会場 １１月２７日

・パネルディスカッション
技術移転成功事例「鉛の微量分析」

モデレーター ： 社団法人 発明協会 参事
統括特許流通アドバイザー 渡辺 正

パネリスト ： 東北大学 工学部 金子 恵美子氏
パネリスト ： ㈱共立理化学研究所 取締役 開発部

部長 奥村 浩氏
パネリスト ： ㈱東北テクノアーチ 特許流通アドバイザー

井硲 弘氏

14：00～15：30

＜休憩＞13：50～14：00

・講演「大学からの技術移転と知的財産権」
東北大学 未来科学技術共同研究センター センター長 井口 泰孝氏

13：00～13：50

＜昼休み＞12：00～13：00

・「特許流通データベースの紹介」
（財）日本特許情報機構 情報流通部

特許流通DB管理課 副主幹 笠原 誠氏
11：50～12：00

・講演「特許電子図書館（IPDL)の紹介」
宮城県知的所有権センター 検索指導アドバイザー 小林 保氏

11：30～11：50

・講演「特許情報からトレンドを読む ～特許流通支援チャートの活用～」
社団法人 発明協会 研究所 研究センター

調査研究グループ 主任研究員 清見 真紀子
11：00～11：30

・「特許流通促進事業の概要」
独立行政法人 工業所有権総合情報館 情報流通部長代理 松田 渉

10：30～11：00

プログラム内容時間
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平成平成11５年度特許流通促進セミナー開催結果５年度特許流通促進セミナー開催結果

■広島会場 １２月３日

・パネルディスカッション
「広島TLOに何を期待するか～地域の発展を目指す学と産の新たな連携～」

モデレーター ： （財）ひろしま産業振興機構
常務理事（兼）技術振興部長 好満 芳邦氏

パネリスト ： 広島TLOコーディネーター 世良 俊邦氏
パネリスト ： 広島大学知的財産社会創造センター センター長

広島大学法学部 教授 岩谷 行雄氏
パネリスト ： ㈱橋川製作所 代表取締役社長 橋川 栄二氏

14：00～15：30

・講演「大学発ベンチャー創出・育成戦略と（財）中国技術振興センターの役割
～中国地域大学発ベンチャー２００社に向けて～」

（財）中国技術振興ｾﾝﾀｰ 常務理事 谷川 守氏
13：00～13：50

＜昼休み＞12：00～13：00

・「特許流通データベースの紹介」
（財）日本特許情報機構 情報流通部 特許流通ＤＢ管理課長 山田 育男氏

11：50～12：00

・講演「特許情報の活用」
広島県知的所有権センター 検索指導アドバイザー 砂田 知則氏

11：30～11：50

・講演「特許情報からトレンドを読む～特許流通支援チャートの活用～」
社団法人 発明協会 研究所 研究センター

調査研究グループ 主任研究員 中井 晃
11：00～11：30

・「特許流通促進事業の概要」
独立行政法人 工業所有権総合情報館 情報流通部長代理 三浦 和幸

10：30～11：00

プログラム内容時間
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平成平成11５年度特許流通促進セミナー開催結果５年度特許流通促進セミナー開催結果アンケート結果

１ 参加者構成
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平成平成11５年度特許流通促進セミナー開催結果５年度特許流通促進セミナー開催結果

２ 特許流通促進セミナーを何で知ったか

DM
39%

情報館HP
11%

発明協会HP
16%

新聞
8%

その他
7%

ポスター・広告
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特許流通・
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３ 興味があったテーマ

12%

10%

7%

10%

11%

37%

13%

講演「特許流通促進事業の概要」

講演「知的財産権の活用」

講演「特許情報の活用」

講演「特許情報からトレンドを読む」

講演「共同研究と知的財産権」

その他の講演

パネルディスカッション



Page 12

平成平成11５年度特許流通促進セミナー開催結果５年度特許流通促進セミナー開催結果

４ 各テーマについて

②講演「知的財産権の活用」①講演「特許流通促進事業の概要」

理解できた

53%

あまり理解できなかった

5%
ほとんど理解できなかった

1%

よく理解できた

23%
普通

18%

理解できた

48%

3%
よく理解できた

16%

0%

普通

33%

ほとんど理解できなかった

あまり理解できなかった

③講演「特許情報の活用」 ④講演「特許情報からトレンドを読む」

36%

8%
1%

13%

42%

ほぼ理解できた

48%

よく理解できた

17%

普通

30%

4%
1%

ほとんど理解できなかった
あまり理解できなかった

ほとんど理解できなかった
あまり理解できなかった

よく理解できた

ほぼ理解できた

普通
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平成平成11５年度特許流通促進セミナー開催結果５年度特許流通促進セミナー開催結果

⑤「共同研究と知的財産権」

５ 特許流通データベースについて

普通

23%

12%

7%

  17%

理解できた

41%

⑥その他の講演

よく理解できた

ほとんど理解できなかった

あまり理解できなかった
普通

18%

2% 0%

 

   31%

理解できた

49%

よく理解できた

ほとんど理解できなかったあまり理解できなかった

⑦パネルディスカッション

24%

2% 0%

27%

47%

ほとんど理解できなかった
あまり理解できなかった

知っていた

知らなかった

今後利用したい

34%

  17%

　　21%
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