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第36期 メンバー募集のご案内 （2021年5月25日（火）スタート）

特許戦略スタッフ会議
－知財スタッフの相互啓発・異業種交流・人的ネットワーク形成の場－

特許戦略スタッフ会議は、知財スタッフの相互啓発と異業種交流を目的として 1985 年に創設され、今日まで参加メン
バーによる活発な研究と議論を積み重ねてまいりました。
30年以上に及ぶ活動が実証するように本会議は、メンバーシップを基本として互いに学び合い、知財マネジメントのある
べき姿を探求する場でございます。
異業種間による情報交換や人的ネットワークの形成、さらには課題究明の絶好の機会として、皆様の本会議へのご参加をご
期待申し上げる次第です。 ※入会ご検討中の方は第1回例会に限り体験参加頂けます（要事前予約）

開
催
に
あ
た
っ
て

●知財マネジメントについて明確な問題意識を持ち、積極的な意見交流を希望される方々
●事業会社で知的財産、R&D部門を中心に知財マネジメントに携わる方々
＊コンサルティング、特許事務所関係の方々のご参加はご遠慮いただいております。

参
加
対
象

期　　間／2021年 5月～2022年 3月（全11会合）
日　　時／「年間プログラム」の開催日程に沿って開催〈13：30～17：00〉
開催会場／「(東京・四ツ谷）主婦会館プラザエフ等」と「オンライン（Zoom）」の併用開催

開
催
要
領

日時／2021年5月25日㈫　13：30～17：00

第 １ 回 例 会

基調講演  『経営・事業・現場とつながる村田製作所の知財活動』
㈱村田製作所  執行役員  企画管理本部  知的財産部部長  谷野  能孝 氏

（基調講演・オリエンテーション・メンバー交流）

会場／「主婦会館プラザエフ（東京・四ツ谷）」と「オンライン（Zoom）」の併用開催

日時／2021年6月22日㈫　13：30～17：00

第 ２ 回 例 会

「メンバー交流シート」を活用し、参加メンバーの課題意識を共有するとともに、
課題解決に向けた方策と今後の議論の方向性を考察します。

（メンバー討議）

（ゲスト講演とグループディスカッション）

会場／「主婦会館プラザエフ（東京・四ツ谷）」と「オンライン（Zoom）」の併用開催

日時／2021年7月27日㈫　13：30～17：00

第 ３ 回 例 会

ゲスト講演『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』
ナブテスコ㈱  技術本部  知的財産部  部長  井上  博之 氏

会場／「主婦会館プラザエフ（東京・四ツ谷）」と「オンライン（Zoom）」の併用開催



運営体制  本会議の企画・運営にご参画いただきます（順不同・敬称略）
運営幹事

酒井 顕一郎 氏   オムロン㈱  技術・知財本部  知的財産センタ  事業支援部  部長
佐藤 　健史 氏   ㈱日本製鋼所  知的財産部  
下見 　明嗣 氏   昭和電工マテリアルズ㈱  知的財産戦略センタ IP 企画推進部企画・解析Ｇ  課長代理 
鷹谷 　彩子 氏   日本たばこ産業㈱  R＆Dグループ  知的財産部  特許第 4チーム  次長
　　ほか数氏ご依頼中
アドバイザー

大田 　恭義 氏   ミダス IPパートナーズ 代表
（元富士フイルム㈱ 知的財産本部知財技術部 兼R&D統括本部メディカルシステム開発センター）

特許戦略スタッフ会議の特長と方針
【特　　長】
　1. 異業種交流を深めることにより、業種・業態の壁を超えた新しい発想や手法を学ぶことができ、なおかつ社外のネッ

トワークを広げ、パーソナルバリューの向上が図れます。
　2. 知財マネジメントの新しい流れや考え方、実践方法について、外部ゲストやメンバーによる事例研究で最新の情報を

収集できます。
　3. 情報交換だけでなく、その背景にある実務に直結したノウハウの交換が行えます。また、必要に応じてオンラインミー

ティングやメンバーの相互訪問も行っています。

【基本方針】＊会合の参加に際してのお願い
　1. 会議の目的達成のため、可能な限りギブアンドテイクをモットーに参画する。
　2. 本音ベースの議論を深めるため、互いの守秘義務を遵守する。
　3. 企業規模、役職、経験に関係なく積極的に参加する。

【異業種研究交流の価値】
本会議は、知財マネジメントに関する異業種研究交流の場です。異業種研究交流には、次の2つのメリットがあります。
　1. 物事を客観的に見られるようになる
　2. 付き合いの幅が広く大きくなっていく
これら2つのメリットを踏まえながら、メンバー間の交流を通じて是非“感性のアンテナ”を磨いて下さい。

【合宿研究会】
異業種各社の知財スタッフが抱える問題や課題を相互に学び合い、知的交流が深まる一泊二日にわたる合宿研究会は、現
在実施を検討中です。

【分科会活動（7月または8月～3月／全 8～9回）】
企業経営や知財マネジメントを取り巻く今日的課題を踏まえながらテーマを抽出し、固定メンバーで継続的に議論いたします。
分科会活動では中間進捗報告会や最後の活動報告会を実施して、問題意識と研究討議の成果を全体会議で共有いたします。

第１回例会

5/25
（火）

第４回例会

8/31
（火）

第６回例会

10/19
（火）

年間プログラム※日程が変更になる場合がございますが、その際は速やかにご連絡致します。 特許戦略スタッフ会議 検  索

第７回例会

11/16
（火）

第４回例会第５回例会

9/21
（火）

第10回例会
2/8
（火）

２
０
２
1
年

第11回例会

3/8
（火）

２
０
２
2
年

第９回例会
1/11
（火）

第３回例会

7/27
（火）

第２回例会

6/22
（火）

第８回例会

12/14
（火）

第4回例会以降のプログラムについては、参加メンバーの皆さまの問題意識に基づきプログラムを進めてまいります。

【通常例会】通常例会は下記の構成で進めてまいります（時間配分は目安です）。

13：30 → 15：00
ゲスト講演・メンバー発表

15：00 → 17：00
グループディスカッション・分科会

・実務家同士の本音の情報交換
・参加企業相互の事例交換
・他では聞けない現場の知識の共有、など

・基本的課題の認識
・知財マネジメントのケーススタディ
・知財マネジメントの課題共有



前期（第35期）分科会テーマと主な討議項目

下記の4つの関心テーマ別に5グループを編成し、複数回にわたり集中的に議論しました。異業種各社の知財スタッフが各々
の知見を持ち寄り、自己課題解決の考え方、コンセプト、具体的対応策を研究討議致しました。

「事業強化」のための知財戦略（2グループ16名参加）

●事業拡大マトリクスと知財の貢献
●知財部の課題と要因分析
●外部が興味を示す「だからどうなのか」を提示
●相手が知らない知財課題の提示の仕方
●出願・権利化＋3つの方向性
●仮想ケースの設定と具体的施策イメージの共有
●知財部2.0への深化と求められる役割…など

知財組織の活性化、モチベーションアップ（1グループ7名参加）

●モチベーション低下の7要因
●目標設定と経営方針のつながり
●モチベーションを高める理想的な評価方法とは…など

知財人財の育成（1グループ7名参加）

●知財に必要なスキルの抽出
●育成プランの立案と育成事例
●必要な人財の明確化…など

●クリアランス業務の効率化・構造化
●業務フローと実施主体者のマトリクス
●業務効率化で捻出した工数の活用策…など

知財業務の効率化（1グループ8名参加）

前期（35期）活動経過

【基調講演】ブリヂストンにおける知的財産戦略と活動
 同社・知的財産本部 本部長 様

【基調講演】シスメックスの知的財産活動
 同社・理事 知的財産本部長 様

【合宿研究会】グループディスカッション
　　　　　 メンバー各社における知財マネジメントの課題と対応

【チュートリアル講演】知財で事業に勝つ！ ミダスIPパートナーズ 代表 様
【ゲスト講演】テクノロジカル・シンギュラリティ 慶應義塾大学大学院 訪問教授 様

【ゲスト講演】東レにおける知財教育 同社・知的財産部部長代理 様
◆テーマ別分科会討議、第1回目

【ゲスト講演】知財活用によるイノベーション創出 大阪工業大学 知的財産研究科教授 様
◆テーマ別分科会討議、第2回目

【ゲスト講演】知的財産推進計画2019のポイント解説 内閣府知的財産政略推進事務局 参事官補佐 様
◆テーマ別分科会討議、第3回目

【分科会中間報告会】
◆テーマ別分科会討議、第4回目

【メンバー講演】知財部門のステータス向上とモチベーションアップ 化学A社・知的財産部 知財グループ 様
◆テーマ別分科会討議、第5回目

【合宿研究会】ダイセル イノベーションパークの見学と取組み拝聴
◆テーマ分科会討議、第6回目

【分科会活動報告会】議論・研究討議の成果資料交換と全体共有
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前期（第35期）参加企業

●村田製作所  知的財産部法務渉外課

●村田製作所  知的財産部

●小糸製作所  知的財産部

●ダイキン工業  法務・コンプライアンス・知財センター

●カネカ  知的財産部企画管理グループ

●宇部興産  建設資材カンパニー技術開発研究所知的財産部

●グローリー  知的財産部

●日本製鋼所  新事業推進本部知的財産部

●サントリーホールディングス  MONOZUKURI本部知的財産部

●リコー  知的財産開発室第二知的財産開発室

●中部電力  技術開発本部技術企画室知財創造グループ

●東洋インキSCHD  グループテクノロジーセンター知的財産部

●ナブテスコ  技術本部知的財産部

●三井化学  知的財産部

●イビデン  技術開発本部知財・事業戦略部知財戦略グループ

●MizkanHoldings  中央研究所特許チーム

●日本たばこ産業  知的財産部

●日産化学  知的財産部

●パナソニック  ライフソリューションズ社知的財産部

●帝人  知的財産部知財戦略室

●日本電信電話  知的財産センタ

●キヤノン  知的財産法務本部周辺機器知的財産第二課

●AGC  知的財産部

●セイコーエプソン  技術開発本部 IJS戦略推進部

●セントラル硝子  知的財産部企画調査グループ

●栗田工業  開発本部知的財産部

●東京エレクトロン  知的財産部

●KDDI  技術企画本部知的財産室知財戦略グループ

●オムロン  知的財産センタ業務・教育課

●ブラザー工業  知的財産部1G 

●NTTドコモ  知的財産部

●昭和電工  知的財産部知的財産グループ

●ポーラ・オルビスHD  知財・薬事センター

●ニチレイ  技術戦略企画部知的財産グループ

●日立化成  知的財産戦略センタIP企画推進部

●日立化成  知的財産戦略センタIP開発戦略部

●日本信号  技術開発本部知的財産管理部

■申込方法
⑴Web：ホームページよりお申込みいただけます。

⑵メール：右記担当者宛に以下をお知らせください。
　①御社名　②所在地　③参加者お名前（ふりがな）
　④ご所属・お役職　⑤メールアドレス　⑥電話番号
　⑦「正式参加」または「体験参加」
　※正式参加の方には請求書をお送りいたします。

■参加費（1名分、消費税込）

※資料代・通信費等含みます。合宿研究会他、特別会合実
施の際は別途実費をご負担頂きます。
※分割等のお支払いも可能です。ご相談ください。

特許戦略スタッフ会議 検  索

参加要領第36期  特許戦略スタッフ会議  申込要領 【事業コード：210027】

正会員 253,000円 一  般 286,000円
（本体価格 230,000円） （本体価格 260,000円）

TEL:070-2804-8050 (直通) TEL:03-5834-3920 (代表) E-mail: fukuda@bri.or.jp

〒102-0083  東京都千代田区麹町5-7-2  MFPR麹町ビル2F
一般社団法人 企業研究会 担当：福田・小野原お問合せ

お申込先

■体験参加について
第1回例会 (5/25）は、正式参加の前に体験参加を承っております（人数制限あり、要予約制）。
ご希望の方は申込書の体験参加の欄にチェックの上お申し込みください。

〈5月1日以降新事務所〉〒110-0015  台東区東上野1-13-7  ハナブサビル


