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～IoT時代に向けた知財戦略、グループ・グローバルでの活動、強い人材の育成～

知的財産部門長の相互啓発・意見交換・共同研究フォーラム

知的財産戦略
交流会議

第40期
開催のご案内

■第１回例会■　3月22日㈮　13：30～17：30（懇親会17：40～19：30）　　東京・表参道「アイビーホール」

「日立における社会イノベーション事業の
　　　　　　　　　　　　成長を支える知財活動」（仮題）

㈱日立製作所　理事　知的財産本部長　戸田　裕二 氏

基調講演

オリエンテーション 懇親会

株式会社日立製作所 理事 知的財産本部長。同社入社以来、特許権利化、特許ライセンシング、知財訴訟、知財戦略策定など知財マ
ネジメント全般を30年以上経験。特許調査などを行なう株式会社日立技術情報サービスの取締役社長を歴任。弁理士資格を保有
すると共に、米国ロースクールFranklin Pierce Law Center（現 University of New Hampshire School of Law）、MIP
（Master of IP）取得。最近では、日本知的財産協会副理事長、日本政府の内閣府知的財産戦略本部 検証・評価・企画委員会の構成
員や、東京農工大学大学院工学府産業技術専攻の講師を務めている。

■第２回例会■　4月23日㈫　13：30～17：00　　　　　　　　　 　　東京・表参道「アイビーホール」

 「これからの知的財産部門の役割と
　　　　　　　　　　　　　知財部門の人材育成」（仮題）

金沢工業大学　虎ノ門大学院　イノベーションマネジメント研究科　　　
　教授　杉光　一成 氏

ゲスト講演

ディスカッション

東京大学大学院・修士（法学）、東北大学大学院・博士（工学）。電機メーカーの知的財産部等を経て、本学教授（現在に至る）。主な著
書とし て「理系のための法学入門」等。専門は知的財産法に関する先端領域及び学際領域（例えばマーケティングと知的財産）。公
職歴として 参議院・経済産業委員会調査室・客員研究員、内閣府知的財産戦略本部・検証・評価・企画委員会委員（現任）、東京大学政
策ビジョン研究センター・客員研究員（現任）等の他多数。2009年に経済産業省「知財功労賞」受賞。
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　グローバル化による経済不安の常態化、地球規模での資源・環境問題と災害不安、翻って我が国では、先例を見ない少子高齢化社会
を迎え、社会的にも経済的にも、歴史的なパラダイムチェンジの時代を迎えているのだと思います。
かかる社会・経済環境において、課題山積の経営・事業の舵取りに、知財を通じていかに貢献できるか、様々な変化が知財の役割をど
う変えるのか、また、IoT、ビッグデータ、AIなど第４次産業革命に向けた動きもあり、新たな課題に対応するため、今まさにビジョン
と戦略の再構築が求められているのだと思います。
　今期は以上のような問題意識に基づき、「IoT時代に向けた知財戦略」また「グループ・グローバルにおける知財活動」「強い人材の育
成」といった切り口から、切磋琢磨、従来にも増して議論を深めてまいりたいと存じます。
当会議は、立場を同じくする企業の知財担当部門長が一堂に会し、メンバー間の信頼と協力関係を基盤に、業種・規模・企業特性など
を越え、固定概念にとらわれない新しい発想からの“互学互習”による議論と交流を行い、その成果を自社の取り組みに反映する相互
啓発・意見交換・共同研究の場として、過去39年にわたって継続的な活動を進めてまいりました。
　このたび、新たに第40期一年間の活動をスタートするにあたり、本趣旨にご賛同いただく熱意ある方々のご参加を、切にお願い申
し上げる次第です。

開催にあたって

参加対象

運営要領

幹事体制

運営幹事 ナブテスコ㈱ 理事　技術本部知的財産部長　兼　ナブテスコＲ＆Ｄセンター長 菊地　　修

運営幹事 富士フイルム㈱ 執行役員　知的財産本部長 今井　正栄

運営幹事 味の素㈱ 理事　知的財産部長 池村　　治

運営幹事 ㈱日立製作所 知的財産本部　担当本部長 熊崎　　寿

運営幹事 ＫＤＤＩ㈱ 技術本部技術企画本部　知的財産室長 川名　弘志

※2019年１月現在
（順不同・敬称略）

基本理念

運営方法

本交流会議の参加メンバーは、ギブ・アンド・テイクをモットーとし、また守秘義務を遵守しながら、主体的に研
究活動の成果向上に努める。

知的財産部門長またはそれに次ぐ方、研究開発部門長・研究所長またはそれに次ぐ方で、相互啓発に
積極的に参加いただける方。

 テーマの決定 メンバーの意見を反映し、最も関心のあるテーマを幹事・事務局で協議の上、適宜設定する。
  ①１つのテーマを原則２カ月（２例会）にわたって研究討議する（年間５～６テーマ）。
  ②各テーマについて、冒頭にゲスト講演もしくはメンバー発表（１～２名）をいただく。
 例会の進行 ③さらに、メンバー各自が各テーマに関して、自社の取り組みや自身の考えをＡ４一枚の
 （毎月の例会の進め方） シートにまとめ、全員で交換し合い、それをもとにグループに分かれてじっくりと意見交換を
  進める。
  ④最後に、全体討議を通じて各グループの討議内容を報告し合い、全員で成果を共有する。
 
運営のスタイル

 メンバーの希望によっては、①実際の判例をもとにしたケーススタディ、
  ②自社の知的財産部門にとって新しく体験したことの紹介、③研究所・工場の見学、などを行う。
 合宿研究会 研究の掘り下げならびにメンバー間の親睦を図るために、年間２回郊外で合宿研究会を行う。
 守秘義務の遵守 当会議での懇談内容、その他一切をメンバー外秘として取り扱うことを全員で徹底する。

※その他、数名の方に依頼中。



第39期（先期）研究経過

第２回

第１回

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

第８回

第９回

第 10回

第 11回

第 12回

■特別講演／オリエンテーション／懇親会

※所属、役職は依頼時点

技術から収益を上げる方法論／技術がコモディティ化した後にどう戦うのか／ビジネスモデリング論

「次世代を支える知財活動 ～今後、考えられる施策とその方向性について～」

「知財戦略理論とその限界 ～技術のコモディティ化環境下のビジネスモデリング論～」

キヤノン㈱　常務執行役員　知的財産法務本部長　長澤　健一 氏

弁護士法人内田・鮫島法律事務所　弁護士・弁理士　鮫島　正洋 氏

第4次産業革命の概観／軋む知的財産権／日本産業の取るべき知財戦略は／日本が行うべき法改正の方向は

■特別講演と意見交換

「経営・事業さらに知財をめぐる環境変化の動向と今年度の知財活動で特に力を入れたこと」 
１．事業領域・事業構造の変革への対応：あるべき知財ポートフォリオの設定と整備／適切なリソース配分
２．知財教育と人材育成：知財のキャリアパス設計／管理職・知財幹部の育成／研究者への知財教育／組織力の強化
３．グローバル化対応：集中管理か現地委任か／海外発明の情報共有／海外Ｍ＆Ａの体制整備／外国出願増加への対応

■合宿研究会（レポートをもとにグループ討議／全体討議）

「ナブテスコの知財経営戦略におけるＩＰランドスケープの実践」
■合宿研究会（メンバー発表）

■レポートをもとにグループ討議／全体討議

「富士フイルムの構造改革と知的財産管理」
富士フイルム㈱　執行役員　知的財産本部長　今井　正栄 氏

■メンバー発表と意見交換

「ビジネスモデルの転換・イノベーション創出と知財」 ～R&D段階での知財情報の活用等を含む～
■レポートをもとにグループ討議

「カネカの知的財産活動」 ㈱カネカ　知的財産部長　林　　明峰 氏

「ダイセルの知的財産活動　～知財活動チームを母体とした三位一体活動～」
㈱ダイセル　知的財産センター　センター長　露本　美智男 氏

■メンバー発表と意見交換

「出光の知的財産活動」 出光興産㈱　知的財産部　部長　坂元　秀治 氏

ナブテスコ㈱　理事　技術本部知的財産部長 兼 ナブテスコＲ＆Ｄセンター長　菊地　　修 氏

「ブリヂストンの知財活動」 ㈱ブリヂストン　知的財産本部　本部長　荒木　　充 氏

■メンバー発表と意見交換

「旭化成における IPランドスケープの取り組み」
旭化成㈱　研究・開発本部　知的財産部長　坂元　孝至 氏

「米国企業との間での知的財産権に係る契約を締結する際の法的な考慮事項」
シドリー・オースチン法律事務所　Tomas N.Tarnay 氏／ Tung T.Nguyen 氏

■メンバー発表と意見交換／特別講演

⑴ 「組織力の強化と知財、知財風土・文化の醸成、他部門との連携」
⑵ 「ダイバーシティ・マネジメント、ワークライフバランス、女性の活用」

⑴ 「経営、事業・Ｒ＆Ｄ戦略との競合との三位一体による活動の推進」
⑵ 「知財経営戦略におけるＩＰランドスケープ」

■レポートをもとにグループ討議

・見学会「シスメックス株式会社　テクノパーク」
・講演会「シスメックスの知的財産活動」

シスメックス㈱　知的財産本部長 兼 知的財産部長　井上　二三夫 氏

■研究施設見学会／講演と議論／有志懇親

「グローバル知財管理・ガバナンスの確立」 
「グループ・グローバル全社最適な知財管理体制の構築」 

■レポートをもとにグループ討議

合　宿

合　宿



一般社団法人 企業研究会

お申込み・お問合せ

第40期　知的財産戦略交流会議　申込要領

＊「正会員」とは、一般社団法人企業研究会に法人会員としてご登録いただいている企業のことです。
　（登録の有無は、当会ホームページ（https://www.bri.or.jp）→（会員一覧）でご確認いただけます。）
＊ 費用は１名分です。ただし、合宿研究会、その他の特別会合は別途実費をご負担いただきます。
＊ 分割やお支払い時期等、ご希望がございましたらご事情お気軽にご相談ください。

企業研究会　異業種研究交流会　知的財産戦略交流会議 検  索

■参 加 料 （1名につき）

■申込方法 ※以下❶❷のいずれかの方法でお申込みください。

※申込時にご記入頂いた個人情報は、本講座に関する確認・連絡および当会主催事業のご案内をお送りする際に利用させて頂きます。

　　①会社名　　②ご所属・お役職　　③氏名（フリガナ）　　④会社住所　　⑤メールアドレス　　⑥ＴＥＬ

一般社団法人 企業研究会  　担当：横谷・池田
〒102-0083　千代田区麹町5-7-2  MFPR麹町ビル2F
 TEL：070-1049-6085（横谷）　TEL：03-5215-3511（代表）
 E-mail：yokoya@bri.or.jp

事業コード：180200

2019年1月現在／順不同・敬称略

本体価格260,000円 + 消費税正会員 一  般 本体価格295,000 円 + 消費税

㈱長谷工不動産ホールディングス 代表取締役社長

日鉄ケミカル＆マテリアル㈱ 代表取締役社長

アサヒグループホールディングス㈱ 専務取締役兼専務執行役員

日本システムウエア㈱ 取締役監査等委員

ダイキン工業㈱ 特別顧問

古河電気工業㈱ 取締役兼執行役員専務

日立キャピタル㈱ 取締役

アヴァンセ・マネジメントコンサルティング 代表
城西大学経営学部 教授

旭化成㈱ 人事部付シニアマネージャー
元）旭化成アミダス㈱ 代表取締役社長

㈱プラネット 代表取締役会長

ヤマト運輸㈱ 代表取締役社長

キヤノン㈱ 執行役員

住友電気工業㈱ 常務取締役

公立大学法人首都大学東京　理事
国立大学法人筑波大学 名誉教授

天野　里司

太田　克彦

奥田　好秀

鹿島浩之助

川村群太郎

木村　隆秀

小島喜代志

杉岡　直人

田中　恭代

玉生　弘昌

長尾　　裕

美野川久裕

羽藤　秀雄

吉武　博通

役員・監事 評議委員
会　　　長

副　会　長

　　〃

　　〃

　　〃

副会長・専務理事

理　　　事

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

監　　　事

　　〃

評議委員会議議長

評議委員会議副議長

評 議 委 員

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

日産自動車㈱ 元）共同会長

一般社団法人グローバル・コンパクト・
ネットワーク・ジャパン 代表理事

旭化成㈱ 名誉会長

㈱日立製作所 業務役員専務

東京ガス㈱ 取締役会長

一般社団法人企業研究会 （常勤）

新日鐵住金㈱ 代表取締役副社長

ＨＯＹＡ㈱ 代表執行役最高経営責任者

㈱酉島製作所 社外取締役

一般社団法人企業研究会 （常勤）

一般社団法人企業研究会 事務局長（常勤）

公認会計士

パナソニック㈱ 客員

東芝ビジネス＆ライフサービス㈱ 取締役社長

元）出光興産㈱ 代表取締役副社長

小枝　　至

有馬　利男

伊藤　一郎

葛岡　利明

広瀬　道明

石山　　進

榮　　敏治

鈴木　　洋

津田　　晃

内田　幸伯

池田　朋之

谷口　昌己

森田　和一

牛尾　文昭

松本　佳久

①企業研究会のウェブサイトで

②メールで担当者宛に以下の項目をお送りください。

ページ左の申込フォームから



第40期　研究テーマ（例示）

研究テーマ：「IoT時代に向けた知財戦略、グループ・グローバルでの活動、強い人材の育成」

開催日：2019年３月～2020年２月（原則として、毎月以下日程の13：30～17：00に都内会議室にて開催）

1回 ３／22㈮

７／12㈮

11／15㈮

４／23㈫

８／22㈭

12／５㈭

５／17㈮
 ・18㈯

９／19㈭

,20１／16㈭

６／20㈭

２／13㈭

5回

9回

2回

6回

10回

3回

7回

11回

4回

8回

12回

【個別課題（例示）】

◆ 知財を通じた経営・事業貢献
□ 企業理念、長期ビジョンと知財
□ 事業・Ｒ＆Ｄ戦略との整合と
 三位一体による活動の推進
□ 知財ポートフォリオ管理
□ 経営情報としての「知財情報」と
 情報発信、コミュニケーション
□ ビジネスモデルの転換・イノベーション創出と
 知財（Ｒ＆Ｄ段階（イノベーション創出・源流
 マーケティング）での知財情報の活用等含む）
□ 事業再編、アライアンス、Ｍ＆Ａと知財
□ 知財経営戦略におけるＩＰランドスケープ

◆ リスクマネジメント
□ 知財リスクへの対応
□ パテントクリアランスの確保
□ 訴訟力強化、人材育成・体制強化
□ パテントトロール、知財流通化への対応
□ 内外国法改正へのフォローと対応

◆ その他
□ 第４次産業革命に向けた知財戦略の変化
 （IoT、ビッグデータ、AIなど）

◆ 組織・人材
□ 強い人材の育成
 （発掘、評価、キャリアパス等含む）
□ 組織力の強化と知財、
 知財風土・文化の醸成、他部門との連携
□ グループ・グローバル全社最適な
 知財管理体制の構築
□ ダイバーシティ・マネジメント、
 ワークライフバランス、女性の活躍
□ 知財リーダーの役割、キャリアパス
□ 知財部門の活性化とパフォーマンスの向上
□ 社員知財教育の推進

◆ 知財戦略と業務強化
□ 特許の質の向上、量の確保、
 強くて良い特許網の構築
□ 技術・ノウハウ、著作権などをいかに守るか
□ 知的財産権の評価と活用および
 ライセンス戦略と交渉
□ 知財情報調査力の強化
□ 知財経理マネジメント
□ ブランド、商標、意匠
 （知的資本戦略とマネジメント）

◆ 知財戦略と業務強化
□ 新興国における知財戦略・活動
 （Ｒ＆Ｄの現地化への対応、
 新興国進出時の情報収集、
 リバースイノベーション戦略と知財等含む）
□ グローバル知財管理・ガバナンスの確立
□ 「オープン＆クローズ」の知財戦略、
 製造ノウハウのブラックボックス化

合
　
宿

10／18㈮
 ・19㈯

合
　
宿

□ 外国出願の戦略、経費、事務所管理
□ 知財活動の業務改革とシステム化・効率化
□ Ｒ＆Ｄ活動における知財戦略策定プロセス
□ アウトソーシング戦略
 （業務の見極めと専門家の選定）
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旭化成㈱
アサヒグループホールディングス㈱
味の素㈱
アズビル㈱
出光興産㈱
ウシオ電機㈱
宇部興産㈱
ＡＧＣ㈱
㈱ＮＴＴドコモ
㈱荏原製作所
大阪ガス㈱
オリンパス㈱
花王㈱
鹿島建設㈱
㈱カネカ
川崎重工業㈱
キヤノン㈱
キヤノンアネルバ㈱
キユーピー㈱
キリン㈱
㈱クラレ
栗田工業㈱
グローリー㈱
ＫＤＤＩ㈱
㈱小糸製作所
㈱神戸製鋼所
サミー㈱
㈱ＳＡＮＫＹＯ
ＪＳＲ㈱
㈱資生堂
㈱シマノ
ジヤトコ㈱
昭和電工㈱
信越化学工業㈱
スズキ㈱
スタンレー電気㈱
㈱ＳＵＢＡＲＵ
住友化学㈱
住友重機械工業㈱
住友ベークライト㈱
住友理工㈱
積水化学工業㈱
セントラル硝子㈱
ダイキン工業㈱
㈱ダイセル
太平洋セメント㈱

太陽誘電㈱
中部電力㈱
㈱椿本チエイン
ＤＩＣ㈱
帝人㈱
東京エレクトロン㈱
東京応化工業㈱
㈱東芝
ＴＯＴＯ㈱
㈱トクヤマ
ナブテスコ㈱
㈱ニチレイ
日産化学㈱
日産自動車㈱
日清オイリオグループ㈱
日東電工㈱
日本ガイシ㈱
㈱日本触媒
日本電信電話㈱
日本特殊陶業㈱
㈱ノリタケカンパニーリミテド
パナソニックＩＰマネジメント㈱
バンドー化学㈱
日立化成㈱
㈱日立製作所
㈱フジクラ
富士電機㈱
富士フイルム㈱
ブラザー工業㈱
㈱ブリヂストン
ポリプラスチックス㈱
㈱三井Ｅ＆Ｓビジネスサービス
三井化学㈱
三菱ガス化学㈱
三菱ケミカル㈱
三菱電機㈱
三菱マテリアル㈱
㈱村田製作所
㈱明電舎
㈱ＭＯＲＥＳＣＯ
横河電機㈱
ライオン㈱
㈱ＬＩＸＩＬ
㈱リコー
ロート製薬㈱
ＹＫＫ㈱

研究・開発本部　知的財産部長

研究開発部門知財戦略室　知財戦略室長

理事　知的財産部長

法務知的財産部　副部長

知的財産部　部長

法務知財部　知財担当部長

知的財産部長 

知的財産部長

知的財産部長 
知的財産統括部特許技術・
知財契約審査部　部長

イノベーション推進部知的財産室　室長
技術開発部門知的財産本部
知的財産１部知財２グループリーダー

知的財産部長

知的財産部　担当部長

知的財産部長

技術開発本部　知的財産部長
知的財産法務本部
知的財産第一技術センター　主席

管理・支援センター知的財産法務部　部長

知的財産室長

Ｒ＆Ｄ本部知的財産部　部長

知的財産部　部長

開発本部知的財産部　部長

知的財産部長

技術統括本部技術企画本部　知的財産室長

知的財産部長 

アルミ・銅事業部門　技術部特許室長
研究開発統括本部知財・渉外本部 特許部
第一特許グループ　マネージャー

知的財産本部副本部長  兼  知的財産部長

執行役員　知的財産部長

技術知財部　部長
バイシクルコンポーネンツ事業部技術開発部
技術戦略チーム次長
Ｒ＆Ｄマネージメント部
知的財産管理室　主担
知的財産部　知的財産部長

特許部　部長

知的財産部　部長

知的財産室　室長

知的財産部　部長

知的財産部　部長
技術本部
知的財産統括グループリーダー

知的財産部長

知的財産部　部長

知的財産部　部長

知的財産部長 
法務・コンプライアンス・知財センター 
知的財産グループ長　部長

知的財産センター　センター長

知的財産部長

知的財産部　次長
技術開発本部技術企画室
知的財産グループ長

開発・技術センター知的財産課　副参事

知的財産センター　センター長

知的財産部　部長

知的財産部　部長

開発本部知的財産管理部　部長

技術・生産統括部知的財産室長附

法務本部　本部長

知的財産部　部長
理事　技術本部知的財産部長
ナブテスコＲ＆Ｄセンター長

技術戦略企画部知的財産グループ長 

常務理事　知的財産部長

知的財産部　部長

知的財産部次長  兼  商標課課長

知的財産本部　本部長
知的財産部
知的財産第１グループマネージャー

知財部　部長

知的財産センタ　所長

参事　技術開発本部知的財産部担当部長

開発・技術本部知的財産室　室長

取締役 ライセンス部部長

Ｒ＆Ｄセンター 知的財産グループ長

知的財産戦略センタ長

知的財産本部　担当本部長

知的財産センター センター長
技術開発本部知的財産センター
戦略企画部長

執行役員　知的財産本部長

知的財産部長

知的財産本部　本部長

知的財産部長 

技術・知財サービス部　主管

知的財産部　部長

研究推進部知的財産グループ　主席

知的財産部 理事役　知的財産部長

情報技術総合研究所　知的財産センター長

技術統括本部開発部知的財産室　室長
執行役員 知的財産部長  兼
野洲事業所長

研究開発本部知的財産部　部長

法務・知財部　課長
マーケティング本部事業開発センター
対外戦略統括部知的財産室長

知的財産部　部長

知的財産統括部長
知的財産本部知的財産
戦略センター企画室　室長

技術・知財アライアンス推進部　部長

法務・知的財産部　知的財産グループ長

会　社　名 所属・役職名 会　社　名 所属・役職名


