
特許庁　　　独立行政法人工業所有権情報・研修館

経済産業省　文部科学省　中小企業庁　（独）中小企業基盤整備機構　
（独）日本貿易振興機構　（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構　
（独）科学技術振興機構　（公社）発明協会　（一社）発明推進協会
日本弁理士会　日本弁護士連合会　（一社）日本知的財産協会　
（一社）日本経済団体連合会　日本商工会議所　全国商工会連合会　
全国中小企業団体中央会　日本ライセンス協会　（一社）知的財産教育協会　
（一社）大学技術移転協議会　知的財産教育研究・専門職大学院協議会　
（一社）日本知財学会　日本ベンチャー学会　研究・技術計画学会　
日本MOT学会　（株）日本政策金融公庫　（株）商工組合中央金庫　
フジサンケイビジネスアイ　日本経済新聞社　日刊工業新聞社

後 援
（予定）

主 催

参加費無料
（事前申込制）

定員
1,000名
（先着順）

グローバル
知財戦略フォーラム
2015

平成27年

セルリアンタワー東急ホテル
B2F「セルリアンタワーボールルーム」（東京都渋谷区）

1/26（月）・27（火） 
1/26（月）18：00～19：00 交流会（名刺交換会）を開催いたします。（有料）

10:00～17：30 10:00～17：20

～明日のグローバル知財活用戦略を考える～

特許庁企画
各国・機関の国際的な特許情報提供施策の講演会
（「国際的な知財情報と知財戦略」）を開催

特許情報普及政策

タイムスケジュール

１/26（月）

１/2７（火）
国際技術移転人材プログラム 特許情報提供施策についての講演会（JPO企画）

特別セッション

交流会（名刺交換会）のお知らせ

特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）のデモ開催

1/26（月）１０：１０～１１：４０

「グローバルビジネスを可能にする知財マネジメント
  ～日本企業の知財戦略は、世界のビジネスモデルに通用するか～」

慶應義塾大学経済学部卒業後、富士写真フイルム株式会社勤務を経て、英国国立ランカスター大学経
営大学院博士課程満期退学。産業能率大学助教授、慶應義塾大学大学院教授、東京大学先端科学技術
研究センター特任教授等を歴任して現職。現在も東京大学、九州大学等で大学院生等を指導。CIEC（コ
ンピュータ利用教育学会）前会長。日本知財学会理事。研究・技術計画学会副会長。内閣知的財産戦略
本部専門調査会前会長、農水省技術会議議員ほか、多くの省庁委員や大手企業役員を兼務。ビジネス
モデルと知財マネジメントに関する研究と教育を続ける。著訳書多数。中でもベストセラーになった『技
術力で勝る日本が、なぜ事業で負けるのか』は題名が流行語にもなった。また、実践面では、秋葉原の再
開発プロデュース等で著名。平成20年度 産業財産権制度関係功労者表彰　経済産業大臣表彰。

妹尾 堅一郎
特定非営利活動法人 産学連携推進機構 理事長

コーディネーター兼司会

1981年同志社大学工学部電子工学科卒業後、キヤノン（株）入社。2000年よりキヤ
ノンヨーロッパ駐在、2008年よりキヤノンU.S.A.駐在を経て、2010年4月より執行役
員　知的財産法務本部長、2012年3月より取締役　知的財産法務本部長（現在）。
現在、一般社団法人 日本国際知的財産保護協会　副会長、
一般社団法人 日本経済団体連合会　知的財産委員会　企画部会委員、
知的財産戦略本部　検証・評価・企画委員会、一般社団法人 発明推進協会　理事、
一般財団法人 知的財産研究所　評議員、一般財団法人 工業所有権協力センター　評議員、
一般財団法人 日本特許情報機構　評議員 等を兼務。

長澤 健一
キヤノン株式会社 取締役 知的財産法務本部長

出演者

京都大学大学院工学研究科修了、1979年4月味の素株式会社入社、2007年7月同社
知的財産部長、2009年7月同社理事　知的財産部長、2014年7月より現職。
2010年～2013年日本知的財産協会常務理事、経済産業省　産業構造審議会知的財
産政策部会臨時委員。
現在、文部科学省　科学技術・学術審議会専門委員、経済産業省　産業構造審議会臨時
委員。

柳生 一史
味の素株式会社 上席理事 知的財産部長

出演者

日本アイ・ビー・エム(株)理事・知的財産部長。東京大学工学部卒業。弁理士（１９９５年合
格）、米国パテントエージェント試験合格（２０００年）。大日本印刷株式会社を経て１９９７年
日本アイ・ビー・エム入社。２０００年から２００２年米国ＩＢＭ勤務、２０００年から２００５年まで
米国ＩＢＭアソシエートパテントポートフォリオマネージャー。２００５年から知的財産部長。
２００８年６月から現職。一般社団法人日本知的財産協会前理事長、一般社団法人日本知
財学会理事、一般財団法人工業所有権協力センター理事。

上野 剛史
日本アイ・ビー・エム株式会社 理事・知的財産部長

出演者

■ 日　　時
■ 場　　所
■ 参 加 費
■ 定　　員

■ 時　　間
■ 内　　容

両日共に11：00～18：00

1/26（月） 18:00～19：00
セルリアンタワー東急ホテル　39Ｆ　タワーズサロン
3,000円（事前振込制）
150名（先着順）
 

開催挨拶　特許庁長官　伊藤 仁　
10：00

10：10

11：40

13：00

15：00

15：30

17：30

19：00

18：00

休　憩

休　憩

10：00

12：00

13：00

15：00

15：20

17：20

特別セッション

休　憩

休　憩

休　憩

交流会（名刺交換会）

「オープン＆クローズ戦略の実践」
パネルディスカッション A-1

「世界を目指す中小企業・地域の知財活用策」

「グローバルビジネスを可能にする知財マネジメント
  ～日本企業の知財戦略は、世界のビジネスモデルに通用するか～」

パネルディスカッション B-1

セッション １
「各国における産学連携の現状」
Recent trend on international 
technology transfer in each country

How to develop technology transfer 
professional in each country

AUTM Mini-Marketing Course

「人的資源管理とグローバル知財人財の養成」
パネルディスカッション A-２

「グローバルベンチャーにおける知財と資金調達」
パネルディスカッション B-２

基調講演 2
（EPO,WIPO,JPO）

基調講演 １
（EPO,WIPO,JPO）

基調講演 3
（EPO,WIPO,JPO）

休　憩

休　憩

外国庁による講演 １
（KIPO,USPTO,IPOS）

外国庁による講演 ２
（KIPO,USPTO,IPOS）

外国庁による講演 ３
（KIPO,USPTO,IPOS）

ＪＰＯによる講演
「特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）」について

ユーザー団体（JIPA）による講演

【質疑応答】
聴講者から講演者へ

10：00

10：40

11：20

12:00

13:30

14:05

14:40

15:15

15:35

16:10

16:45

17:20

セッション ２

講演（講義）

「いかに技術移転のプロフェッショナルを
育成するか。 各国の取組み。」

「ＡＵＴＭ　ミニマーケティングコース」

平成27年３月２３日からサービス開始予定の特許情報プラットフォーム
（J-PlatPat）について、PCを利用したデモを開催します。
サービス開始前にJ-PlatPatを操作できる貴重な機会です。
是非、ぷらっと寄ってぱっと触って、新サービスを体感してください。

お申し込み方法

アクセス

http://www.chizai-forum2015.com/

FAX : 045-680-2122

下記URLからお申し込みください。

FAX

HP

お申し込み・
お問い合せ先

「グローバル知財戦略フォーラム2015」事務局
TEL ： 045-663-3307　FAX ： 045-680-2122　
E-mail ： jimu@chizai-forum2015.com

同封の「フォーラム参加申込書」にご記入の上、「グローバル
知財戦略フォーラム2015」事務局まで送信ください。

〒150-8512 東京都渋谷区桜丘町26-1
TEL ： 03-3476-3000(代表) 　FAX ： 03-3476-3001
http://www.ceruleantower-hotel.com

セルリアンタワー東急ホテル

東急東横線・田園都市線、京王井の頭線、JR山手線・埼京線、
東京メトロ銀座線・半蔵門線・副都心線、
渋谷駅より徒歩5分
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パネルディスカッション

Ａ－１ 1/26（月）13：00～15：00

「オープン＆クローズ戦略の実践」 「人的資源管理とグローバル知財人財の養成」 「世界を目指す中小企業・地域の知財活用策」「グローバルベンチャーにおける知財と資金調達」

1984年東京工業大学無機材料工学専攻修士課程修了。1994年同大学無機材料工学専攻博士
課程修了(工学博士)。1984年東陶機器株式会社に入社。同社光フロンティア事業推進センター
次長を経て、1998年東京大学先端科学技術研究センター情報機能材料客員教授。2001年よ
り東京大学先端科学技術研究センター教授。2006年より工学系研究科技術経営戦略学専攻教
授兼務。また、2010年東京大学産学連携本部副本部長、2011年東京大学安全保障輸出管理支
援室室長、2012年東京大学リサーチ・アドミニストレーター推進室副室長に就任。2012年12
月より東京大学政策ビジョン研究センター教授（「大学と社会」部門・「知的財産権とイノベーショ
ン研究ユニット」代表）を本務とし、先端科学技術研究センター教授を兼務とする。

渡部 俊也
東京大学 政策ビジョン研究センター 教授

モデレーター

大阪大学大学院工学研究科博士前期課程修了、1982年4月三菱電機㈱材料研究所入社、磁気・
光磁気記録、磁性薄膜、ＭＥＭＳ技術、車載用センサー等の開発に従事、2003年4月姫路製作所
センサー製造部部長、2008年4月先端技術総合研究所所長、2010年4月常務執行役開発本部
長、2014年4月顧問就任、現在に至る。

堤 和彦
三菱電機株式会社 顧問 
工学博士

パネリスト

1984年横河北辰電機（株）（現横河電機）入社、研究開発部にて高速LSIの研究開発に従事、
2000年-2002年マサチューセッツ工科大学　客員研究員、2002年-横河電機 ITS（高度道路交
通システム）研究室　室長、2004年-2007年経済産業省　産業技術環境局（国家公務員任
官）、日本工業標準調査会（審議会）　専門委員、国立大学法人 東京農工大学 客員教授、横河電
機　産学官連携・標準化戦略室　室長を経て現職。日本経済団体連合会　産学官連携推進部
会　委員、同　国際標準化戦略部会　委員、公益社団法人　計測自動制御学会　監事、国立大
学法人 東京農工大学、トヨタ学園 豊田工業大学 非常勤講師等。

高木 真人
横河電機株式会社 イノベーション本部 オープンイノベーション室 室長

パネリスト

同志社大学法学部卒、マイアミ大学ロースクール修士課程修了、2008年 株式会社日立製作所 
知財ビジネス本部長、2010年 ＲＰＸアジア株式会社 代表取締役社長、2011年 大阪工業大学 
知的財産学部・大学院知的財産研究科教授、2014年 シンディフェンスＩＰファイナンシャルアド
バイザリー合同会社代表社員、2014年 Syndefnse LLC マネージングディレクター、2013年2
月より現職。

山﨑 寿郎
知財支援機構株式会社 代表取締役

パネリスト

一橋大学大学院商学研究科博士課程修了後、西南学院大学商学部・講師、助教授を経て、武蔵大学経済学部・
助教授、教授。その間、米国University of California at Berkeley, Haas School of Businessフルブライ
ト客員研究員、仏国INSEAD（l'Institut Europeen d'Administration des Affaires）客員研究員。2010年
より、文部科学省科学技術政策研究所・総括主任研究官、政策研究大学院大学・連携教授、2013年より学習
院大学経済学部・教授（現在）。専門分野は、イノベーションの組織と戦略、技術・知財マネジメント、グローバ
ル・イノベーション、事業戦略とビジネスモデル。著書には『「こだわり、超える」アジアのグローバル企業』（生
産性出版）、『ブルーオシャン戦略を使いこなす』（TAC出版）、『日中韓企業の経営比較』（税務経理協会）、『知
財マネジメント入門』（日本経済新聞社）などがあり、論文は海外学術雑誌等に多数発表している。

米山 茂美
学習院大学 経済学部 教授

パネリスト

Ａ－２

1976年、京都大学大学院（情報工学専攻）を卒業し、同年、特許庁に入庁。コンピュータ分野の特許審
査・審判に従事しつつ、特許に関する国際交渉を担当。1988年から1991年まで在ジュネーブ日本政
府代表部に赴任し、ガットウルグアイラウンドにおける知的財産交渉を担当し、1995年から1997年
までAPEC知的財産権会合の議長を務めた。2002年から2003年まで内閣府に出向し、総合科学技
術会議知的財産専門調査会を担当。特許庁では、多角的交渉対策室長、調整課長、工業所有権情報・
研修館（INPIT）人材開発統括監、特許審査第四部長、審判部長などを務め、2008年、特許庁退職。同
年、弁理士登録。2009年から現職。

高倉 成男
明治大学 法科大学院 教授

モデレーター

1978年4月ソニー株式会社入社以来、知的財産関連業務に従事。
2006年度より現職。
2010年度 日本知的財産協会 理事長
2007年 産業構造審議会 知的財産政策部会 特許制度小委員会
            通常実施権等登録制度ワーキンググループ 委員
2010年 産業構造審議会 知的財産政策部会 特許制度小委員会 委員

守屋 文彦
ソニー株式会社 VP 知財センター長

パネリスト

東京大学大学院（法学）修士課程修了、東北大学大学院（工学）博士後期課程修了。博士（工学）。（株）
東芝・知的財産部、特許事務所、経済産業省「産業競争力と知的財産を考える研究会」委員等を経て、
2002年金沢工業大学教授（現在に至る）。主な著書として「理系のための法学入門」（単著）、「知的財
産管理＆戦略ハンドブック」（編著）などがある。「知的財産検定」（現：知的財産管理技能検定）という試
験の必要性を提唱、開発したこと等により、2008年6月には（財）機械産業記念事業財団の第1回知的
財産学術奨励賞において会長大賞を受賞。2009年4月には経済産業省・知的財産権制度関係功労者
表彰（特許庁長官表彰）を受賞。

杉光  一成
金沢工業大学大学院 工学研究科・知的創造システム専攻 教授

パネリスト

1995年単身中国に渡り、中国人民大学法学部に進学、2001年学士号を取得。2005年米国ノース
ウェスターン大学ロースクール卒業（修士号）。2001年より中国知財・法務案件を専門とし、中国知財
紛争案件、中国模倣品対策・ブランド保護で数多くの難しい事案を解決に導いている。その他にも現
地企業の営業秘密の保護、職務発明等のトレーニング／マニュアルの作成などにも力をいれている。
Bird & Bird北京オフィス知財グループに所属し、現在、カウンセル弁護士として勤務。

道下 理恵子
Bird & Bird 北京オフィス 知的財産グループ カウンセル弁護士（NY州）

パネリスト

竹下 敦也
パネリスト

Ｂ－１

東京工業大学金属工学科卒業。藤倉電線株式会社（現 株式会社フジクラ）にて金属材料エンジニア
を経て、1992年弁理士登録、日本アイ・ビー・エム株式会社知的財産部勤務。1999年弁護士登録。
2004年内田・鮫島法律事務所設立、現在に至る。弁護士業の傍ら、知財サービス、知財マネジメント、
知財政策のあり方など多くの方面に関し発言を行っており、その貢献にて2012年知財功労賞受賞。
著書に、「新・特許戦略ハンドブック」（商事法務） 2006/10/16　〔編著〕、「技術法務のススメ」（日本
加除出版） などがあり、2011年直木賞受賞作品池井戸潤氏著「下町ロケット」に登場する神谷弁護士
のモデルとなった。

鮫島 正洋
弁護士法人内田・鮫島法律事務所 パートナー弁護士

モデレーター

早稲田大学卒。広告代理店、新聞社を経て、１９８２年　日華化学㈱　入社。コスメティクス事業部マー
ケティング室長。１９９９年　コスメティックスカンパニー　プレジデント就任。２０００年　日華化学　執
行役員就任（兼カンパニープレジデント）２００９年　同　取締役＆常務執行役員　管理部門長、２０１２
年１月　同　取締役＆常務執行役員　社長室長兼プロダクション部門管掌。２００９年福井県経営品質
協議会　運営委員長、２０１３年同副会長・運営委員長。２０１３年仁愛大学非常勤講師。

吉田 史朗
日華化学株式会社 取締役常務執行役員

パネリスト

学歴無し。1996年Next Innovation inc.を個人事業として創始。イノベーションを起こすべき６大テーマ
を創設し、傍ら特許事務所、ベンチャー企業、中小企業、大企業等の顧問等を歴任しながら知財戦略立案、
発明、研究開発、技術指導、事業戦略立案等を手掛け、コンサルティングや共同開発事業等を幅広く行う。
2009年Next Innovation inc.を法人化。同年7月、株式会社NejiLaｗ設立、代表取締役社長に就任。史
上初の緩むことのないネジ締結体「L/R neji」の開発に着手し、これを成功させる。ねじ締結体に関するも
のだけで100件を超える特許取得等を行っている。2011年東京都ベンチャー技術大賞・大賞（東京都知
事賞）、グッドデザイン賞・金賞（経済産業大臣賞）等を受賞。2012年経済産業省・戦略的基盤技術高度化
支援事業に採択。イノベータ。インベンタ。デザイナ。起業家。実業家。GOOD DESIGN賞 招聘審査員。

道脇 裕
株式会社 NejiLaw 代表取締役社長

パネリスト

愛媛県出身。46歳。経済学修士。通産省（現経済産業省）入省後、主に中小企業技術開発支援部門や
施策企画部門を担当。在任中に愛媛大学の産学連携部門に出向し、大学の知的財産部門や大学発ベ
ンチャーの立ち上げにかかわる。平成20年に経済産業省を退官後、愛媛銀行に入行。ビジネスマッチ
ングや企業の商品開発・デザイン開発を支援する感性価値創造推進室を立ち上げ、初代室長に就任。
JR東日本企画とパートナー協定を結び、地方銀行で全国初の「駅ナカ商談会」をJR池袋駅構内におい
て開催し、ワールドビジネスサテライトでもその取り組みが取り上げられた。中心市街地の支店長を
経て、現在は、お客様サービス部長兼広報担当部長として、銀行の商品開発や広告制作、情報発信の
業務に取り組んでいる。

三宅 和彦
愛媛銀行 お客様サービス部（兼企画広報部） 部長

パネリスト

1991年早稲田大学大学院理工学研究科修士課程修了、同年三和総合研究所(現三菱UFJリサーチ＆
コンサルティング)入社。経営戦略本部、金融本部、国際本部などを経て、現職。官公庁委託調査研究、
民間企業（金融機関を含む）コンサルティング、公的事業運営／政策立案支援に従事。2000年に弁理
士試験合格後、知的財産関連テーマの業務を中心に展開。2007年に知的財産コンサルティング室を
立ち上げ、経済産業省、特許庁等の官公庁からの受託調査研究、大企業のアドバイザリなども実施。 日
本経団連知的財産委員会企画部会委員、知財、産学連携分野の公的委員会委員なども務めている。

渡部 博光
三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社
政策研究事業本部 環境・エネルギー部 兼 知的財産コンサルティング室 部長

パネリスト

Ｂ－２

1973年神戸大学大学院経営学研究科(修士課程)修了。1976年イリノイ大学経営大学院修了
(MAS取得)。経営学博士(神戸大学)。日本知的資産経営学会会長(2011-現在)、国際会計研究
学会前会長。主要著書として、『知的資産の会計』(2005年東洋経済新報社;2012年＜改訂増補
版＞千倉書房)、『知的資産ファイナンスの探求』(共編著2007年、同文舘)、その他海外学術
ジャーナル(Journal of Intellectual Capital 等)において知財関係の論文多数。

古賀 智敏
同志社大学商学部 特別客員教授 
神戸大学名誉教授

モデレーター

1986年に株式会社 東芝 半導体技術研究所、1996-1999年に米国ＩＢＭ社バーリントンに駐在
し、両社のＳＤＲＡＭ共同開発の設計リーダーを務める。1999年　ザインエレクトロニクス・シニ
アエンジニア、2002年　ザインエレクトロニクス・第一ビジネスユニット長、2007年　トライ
ジェンスセミコンダクター・取締役/開発部長を経て、2014年トライジェンスセミコンダクター・
代表取締役に就任。専門分野は高速メモリ回路、ＳｅｒＤｅｓ、ＰＬＬ/ＤＬＬ、素子ばらつき等の研究開
発で、ＩＥＥＥ会員、工学修士、ASSCC2006/TPC委員も務める。IC設計の経験を26年以上持ち、
30以上の米国特許を保持し、日本の半導体ベンチャーを主導している。

岡村 淳一
Trigence Semiconductor 代表取締役

パネリスト

1985年4月大手コンピュータメーカー系列のソフトウェア会社に入社。研究／開発職として人工知能シ
ステムやインターネットシステムの企画／設計／開発を担当。2001年3月新規事業創出／新商品開発支
援のコンサルティング会社に入社。知的財産権を軸とした開発支援コンサルティングを実践。2004年経
済産業省後援DREAM GATEニッポンの起業家100人に選ばれ「ニッポンの起業家図鑑」に掲載される。
2006年9月株式会社ビズ・ビタミンを設立し代表取締役に就任（～現在）。2011年4月立教大学MBAビ
ジネスデザイン研究科／兼任講師（～現在）。2011年8月首都大学東京　産学公連携センター／主任研
究員（～現在）。2012年10月NPO法人東京ビジネスネットワーク活性化協会／副理事長（～現在）。
2013年7月首都大学東京発ベンチャー企業 ハルタゴールド株式会社／代表取締役兼CEO（～現在）。

柴田 徹
ハルタゴールド株式会社 代表取締役

パネリスト

東京大学工学部計数工学科卒業。1989年、住友海上火災保険株式会社（現　三井住友海上火災保険株
式会社）入社、経理部および財務企画部に所属し、会計・税務・財務を担当。2001年、プライスウォーター
ハウスクーパース　フィナンシャル・アドバイザリー・サービス株式会社（現　プライスウォーターハウス
クーパース株式会社）入社、保険数理サービス、事業再生サービスを経て2005年から2012年まで価値
評価サービス部門に所属し、主にM&A関連の事業価値評価及び株式価値評価を多数担当。この間、
2005年に弁理士試験に合格し、登録。日本弁理士会では、知的財産価値評価推進センター運営委員、知
財流通・流動化検討委員会委員、知財活用推進委員会委員を歴任。2013年、知的財産の価値評価業務
を専門とするIP Valuation特許事務所を設立し、現在に至る。日本証券アナリスト協会検定会員。

松本 浩一郎
IP Valuation 特許事務所 代表 弁理士

パネリスト

1986年東京大学法学部卒業後、日本開発銀行（現日本政策投資銀行）入行。産業・技術部参事役を経
て、ハーバード大学客員研究員として製造業の国際競争力、イノベーション論の研究に従事。2004年か
ら2009年まで、テクノロジー系VCの取締役、投資総括常務執行役員を務め、現在㈱アイピーアライア
ンス代表取締役社長として、ベンチャー企業投資を行うとともに、ＩＰＯ、新分野進出、事業再編をサポー
ト。主な著書・論文に「カーブアウト経営革命」（東洋経済新報社）、「モノづくり経営の勘どころ」（共著、金
融財政事情研究会）等。商工会議所、経済団体、行政府の各種委員会等で講演多数。３００社以上のベン
チャー・中小中堅企業の支援実績から、収益拡大、競争力獲得の実践的枠組みについて研究・発表。立教
大学講師、サンフランシスコ州立大学客員教授を兼職。工学博士、米国公認会計士（Ｕ.Ｓ.ＣＰＡ）。

木嶋 豊
株式会社アイピーアライアンス 代表取締役社長

パネリスト

1/26（月）15:30～17:30 1/26（月）13：00～15：00 1/26（月）15:30～17:30

CABINET PLASSERAUD キャビネ・プラスロー特許事務所（在パリ）
日本国弁理士 日本部門長
東京大学工学部 航空宇宙工学科卒業。東京三菱銀行、NASA/JAXA国際宇宙ステーション開発 (有
人宇宙システム社所属）、三菱商事 宇宙航空機本部を経て、2004年科学技術振興機構（JST）にて全
国大学の海外特許出願・技術移転を担当(2007年弁理士試験合格)。2009年渡欧、CABINET 
PLASSERAUD入所、日本部門を設立（現職）。日本と欧州間における知的財産の架け橋としてフラン
ス・パリで従事。



国際技術移転人材プログラム

高木 善幸
世界知的所有権機関（WIPO）
事務局長補 グローバルインフラ担当

Richard Flammer
欧州特許庁（EPO）
Patent Information-European Patent Academy, Principal Director

木原 美武

【各国特許庁】
・ 韓国特許庁（KIPO）　
 講演者調整中
・ 米国特許商標庁（USPTO）　
 Don Levin, International Patent Business Solutions 
 Office of International Patent Cooperation, Director
・ シンガポール知的財産庁（IPOS）
 Walter Chia, IPOS International, Deputy Director 
・ 日本国特許庁（JPO）　
 橿本 英吾　総務部総務課 特許情報企画室長
【ユーザー団体】
・ 一般社団法人日本知的財産協会（JIPA）　
 講演者調整中

日本国特許庁（JPO） 特許技監

セッション 1 1/2７（火）10：00～12：00

「各国における産学連携の現状」
Recent trend on international technology transfer in each country How to develop technology transfer professional in each country

AUTM Mini-Marketing Course

■職歴 ： 熊本大学大学院自然科学研究科修了、2006年4月熊本大学 大学院自然科学研究科 学術研究員、2006年6
月大阪大学 先端科学イノベーションセンター 助手、2007年4月 同センター 助教、2011年1月～3月ボストン大学
Technology Development Office客員研究員（技術移転フェロー）、2011年4月より現職
■協議会活動：2011年6月　大学技術移転協議会（UNITT）　国際交流委員、2013年2月　大学技術マネージャー
協議会（AUTM）Assistant Vice President（日本会員担当）、2013年6月　技術移転プロフェッショナル国際連盟
（ATTP）　マーケティング委員

加藤 浩介
大阪大学 産学連携本部 総合企画推進部 助教

Sean Flanigan

Alison Campbell

* Swedish Network for Innovation and Technology Transfer Support, Executive Director, 
2013. * European Australian Business Council, Consultant, 2011. * Stockholm University, 
Acting Director, 2010.  * Stockholm University, Enterprise and Industry Relations, Industry 
Relations Manager, 2006. * M. Fundraising Services, Founder and Consultant, 2004-2012. 
* KPMG, EU-Consultant, 2002. * The EU Bureau for Industry and Commerce, Director 

EU-Consultancy & Consultant, 2000. * Master in Sociology of Law, Lund University, Lund, Sweden & 
International Institute of Sociology of law, Oñati, Spain.

Regina Summer
Swedish Network for Innovation and Technology Transfer Support, SNITTS
Executive Director

University of Ottawa
Assistant Director Technology Partnerships

Knowledge Transfer Ireland
Director

セッション 2

講演会「国際的な知財情報と知財戦略」

はじめに
「いかに技術移転のプロフェッショナルを育成するか。各国の取組み。」

講　演（講　義）
「AUTM　ミニマーケティングコース」  

1962年生れ/中央大学経済学部卒/1985年株式会社リクルート入社。98年7月より同社において技術移転事業を開
始。2000年6月同社退職。同年7月より現職。一般社団法人　大学技術移転協議会理事。【主な著書】「理工系のための
特許・技術移転入門」（共著）岩波書店、「動き出した産学官連携」（共著）中央経済社など。

山本 貴史
株式会社東京大学ＴＬＯ 代表取締役社長 兼 ＣＥＯ

PhD in Photonic Engineering at University College London (1985); MBA from London Business School (1995).  
Research Leader General Electric (UK) then Hoechst Celanese Corporation (in US) from 1985 ‒ 1991; Director 
UCL Ventures (1991 ‒ 1997) then appointed Commercial Director UCL (Creating and Directing team of 55 
managing two seed funds, research collaborations unit, consultancy, licensing, spin-out activities). Joined 
London Business School in 2008 to create, Direct and promote the new Institute of Innovation and 
Entrepreneurship; teach MBA courses on Entrepreneurial Management and mentor new venture founders.   

Past President ASTP Proton and PraxisUnico. Chair ATTP Recognition Committee. Author of ‘Commercial Skills for Academics and 
Researchers’ published by the Leadership Foundation. Core Member of ‘Lambert Group’ group on Intellectual Property. Lecture and 
consult widely on Technology Commercialization. 

Jeff Skinner
London Business School　 
Executive Director, Deloitte Institute of Innovation and Entrepreneurship 

Christian Stein is CEO of Ascenion GmbH, a hundred percent subsidiary of the LifeScience Foundation for the Promotion of 
Science and Research. Ascenion works together with more than 20 public research organizations from the Helmholtz and 
Leibniz Associations and several Medical Schools on the commercial exploitation of research results and inventions in the 
pharma, biotech and medical technology fields. Ascenion also has an equity arm, and holds equity in about 25 startup 
companies in the life science sector.
Before becoming CEO of Ascenion in 2001, Christian Stein headed the project management department at the Fraunhofer 

Patent Centre for German Research. He is a chairman of the MGC Foundation and board member of the global Association of Technology Transfer 
Professionals (ATTP). Since June this year he is President Elect of ASTP-Proton, the European association for knowledge and technology transfer professionals. 
Christian Stein has founded several companies in and outside the biotechnology field. He is consultant and advisor to various EU programs and regional 
and national expert groups, and serves on the advisory board of several biotechnology companies. 
Christian Stein holds a PhD in molecular biology and obtained a Master of Science (MSc) in the Management of Intellectual Property Law in London.

Christian Stein
ASTP-Proton
President

Jane Muir’s career spans three decades with a broad range of professional experiences with of marketing, sales, 
management, and technology transfer. She spent the first decade of her career in the private sector at several international 
corporations.  For the past 20 years she has held leadership roles in technology transfer at the University of Florida first in 
the College of Engineering as the Marketing Director for the NASA Southeast Regional Technology Transfer Center, and for 
the past 12 years at the Office of Technology Licensing. In addition to her role as Associate Director in the technology 
licensing office, she also serves as Director of UF Tech Connect and Director of the Florida Innovation Hub at UF ‒ a unique 

50,000-sq.-ft. incubator that provides offices, labs and other resources to startup companies commercializing research from Florida universities.
Jane previously served as the Vice President for Professional Development for the Association of University Technology Managers (AUTM), where she 
developed and implemented training programs on a variety of marketing and technology transfer topics presenting both nationally and internationally.  
She currently serves as AUTM’s President.
Jane graduated cum laude from Southwest Minnesota State University with a B.S. in Marketing and a B.S. in Business Administration & Management.  
She has served on the boards of a number of organizations, and has been awarded numerous grants for technology-commercialization programs. Most 
recently she was the primary author on the $8.2 million grant from the Economic Development Administration to build the Florida Innovation Hub at UF.

Jane M Muir
Ｔｈｅ Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ of Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｍａｎａｇｅｒｓ（ＡＵＴＭ）
Ｐｒｅｓｉｄｅｎｔ

Jane M Muir
Ｔｈｅ Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ of Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｍａｎａｇｅｒｓ（ＡＵＴＭ）
Ｐｒｅｓｉｄｅｎｔ

Melissa holds an Honours in Commerce degree from the University of Adelaide as well as a Graduate Certificate 
in Innovation and Entrepreneurship.  She began working in the technology transfer field in late 2007, joining the 
commercial arm of Flinders University as their Marketing and Events Coordinator.  In 2012, she moved across 
into a similar role at the University of Adelaide commercial office, Adelaide Research & Innovation.  In 2013, she 
was offered the newly created Executive Officer role at Knowledge Commercialisation Australasia, the peak 
body for organisations and individuals associated with knowledge commercialisation and exchange between 

public sector research organisations and business and government entities.  Melissa also volunteers on the Alliance of Technology 
Transfer Professionals Council and Marketing Committee.

Melissa Geue
Knowledge Commercialisation Australasia Inc　
Executive Officer

Completed International Business Administration with a Masters in International Marketing 1998. Product 
Manager at Stabenfeldt, Malmö 1999, Managing Director book club at Bonnier Books 2000, Marketing Manager 
at Resumé, Bonnier, Stockholm 2004, Marketing Manager at The Swedish Society of Crafts and Design 
Stockholm 2006, Marketing Director SNITTS (Swedish Network for Innovation and Technology Transfer Support) 
2014 Stockholm. 

SNITTS (SWEDISH NETWORK FOR INNOVATION AND TECHNOLOGY TRANSFER SUPPORT) 
Marketing Director, Marketing

Kajsa Hernell

1/2７（火）13：00～15：00 基調講演 1/27（火）１０：00～12：00

1/2７（火）15：20～17：20

パネリスト

モデレーター

パネリスト

Ｎｏ Image

Kevin is the CEO of NewSouth Innovations at the University of New South Wales (UNSW) 
Sydney. He is responsible for developing the UNSW model for Knowledge Exchange and 
commercialisation, with particular emphasis on supporting the translation of the 
University’s excellent research outputs into use by society.  Dr Cullen brings extensive 
international experience to this position having been active at board level in the leading 

Technology Transfer Associations in the UK (PraxisUnico), Europe (ASTP) and the US (AUTM). He is the 
current Chairman of the global Alliance of Technology Transfer Professionals (ATTP) and has a long-standing 
interest in economic development, spin-out companies, and developing the University interface with SMEs 
(small and medium-sized companies). Prior to joining the university sector, Kevin worked for Procter & 
Gamble in the UK and Belgium, in the fields of technical brand management, product development, and 
technology development, covering Europe, North Africa, and the Middle East

Kevin Cullen
NewSouth Innovations Pty Limited
Chief Executive Officer

パネリスト

パネリスト

Jacqueline Barnett holds a Master's degree in Chemical Engineering and an MBA.  She 
started her career in industry at AECI Limited, working on biotechnology projects.  Jaci 
subsequently joined South Africa’s Council for Scientific and Industrial Research and 
managed bioprocessing research projects and, later, the Food Science and Technology 
Programme.  She joined the University of the Witwatersrand as Chief Operating Officer of 

Wits Commercial Enterprise and, in 2007, took up a position at Nelson Mandela Metropolitan University as 
the Director of Innovation and started the Technology Transfer Office.  She is currently responsible for 
facilitating external research grants and contracts as well as managing and commercialising the NMMU’s 
intellectual property.  As part of her regional responsibility, she chairs the Steering Committee for the 
Regional Innovation Forum and is driving the creation of a science park and incubator in Port Elizabeth.  She 
was also the Vice-President for Innovation and Technology Transfer of the Southern African Research and 
Innovation Management Association (SARIMA) from 2009 to 2013 and is currently SARIMA’s representative 
on the Council of the Alliance of Technology Transfer Professionals.  Jacqueline is a Registered Technology 
Transfer Professional.

Jacqueline Barnett
Nelson Mandela Metropolitan University
Director: Innovation, Innovation
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　「グローバル知財戦略フォーラム2015」は、日本国特許庁及
び（独）工業所有権情報・研修館の主催により、グローバル化の
中で海外展開を目指す我が国企業の事業戦略と、それを支え
る知財戦略、産学官連携及び人材育成の在り方について、有
識者が講演及び議論する場として、今年新たに開催するもの
です。本フォーラムにおいて、特許庁は、「国際的な知財情報と
知財戦略」と題した講演会を開催し、各国・機関等の国際的な
特許情報提供施策についての取組を紹介します。
　本講演会は、「グローバルな知財戦略のための知財情報の
収集と活用に関する各国・機関の施策」というテーマのもと、日
本国特許庁（JPO）からの講演に加え、基調講演として世界知
的所有権機関（WIPO）及び欧州特許庁（EPO）から、世界に
向けた特許情報普及ポリシー等についてご講演いただきます。
　また、各国特許庁からは、各国で国内・国外にそれぞれ展開
している特許情報提供サービスの機能・活用方法等について
ご講演いただきます。JPOからは、2015年3月23日にリリース
予定の新たな特許情報提供サービスである「特許情報プラット
フォーム（J-PlatPat）」、2015年1月に本格リリース予定の「中
韓文献翻訳・検索システム」のサービスや機能について詳細に
ご紹介するとともに、外国語特許文献の機械翻訳の精度向上
の取り組みについてもご紹介いたします。
　さらに、以上の各国特許庁からの講演に加え、特許情報の
ユーザー団体を代表して、日本知的財産協会の方から特許情
報の活用方法や特許情報普及施策に対するユーザーニーズ
等についてご講演いただきます。
　そして、プログラムの最後には、特許情報ユーザーである聴
講者の皆様から講演者に対しての質疑応答の時間を設ける予
定です。
　すべての特許情報ユーザーの皆様と、今後の日本のさらな
る特許情報普及活用に寄与することを願い、本フォーラムを開
催いたします。
　皆様のご来場をお待ちしております。

Since 2009, Mr. Takagi has been leading the Global Infrastructure 
Sector as Assistant Director General (ADG).  Its task is to coordinate 
and develop the technical architecture and business functions of the 

global intellectual property system.  In September 2014, WIPO Member States approved 
his reappointment as ADG for the second term until 2020.
Since joining WIPO in 1994, Mr. Takagi has served as Director of a number of Divisions, 
including Executive Director leading policy making regarding greater access to, and global 
dissemination of, intellectual property information worldwide.  Mr. Takagi began his career 
in the Japan Patent Office in 1979, and also served in the Ministry of Foreign Affairs of 
Japan, participating in numerous WIPO meetings and negotiations relating to the 
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement). He 
was educated at Kyoto University.

1980年、大阪府立大学工学部電気工学科卒業。1981年、通商産業省特許庁入庁。
同庁において、特許審査、審判に従事するとともに、1996年から3年間にわたり知的
財産研究所ワシントン事務所長として在外勤務。1999年以降、総務部総務課企画調
査室長、特許審査第一部調整課審査企画室長、IPCC企画部長、総務部企画調査課長
を歴任し、知的財産政策の企画・立案などを行った。その後、特許審査第二部首席審

査長、特許審査第一部調整課長、特許審査第二部長、審判部長を歴任し、国際的な協力活動と制度調和、法
改正、審査部や審判部の各種施策などへの対応を行い、2013年7月に、特許庁特許技監に就任。

He started working for the Austrian Patent Office in 1994, where he was a Member of the 
legal department and a Member of the appeal and nulity department. He got his PhD with 
honours in 1998 on biothechnological inventions in patent law. He became Deputy Head 
of the International Trademark Departiment in 2000 and was Vice-president of the 
Austrian Patent Office from 2004 until 2008.
He became Principal Director Patent Information of the European Patent Office, on 
01.05.2008. From 2010 until 2011 he was also responsible for the European Co-operation. 
And as from 01.09.2011 Richard Flammer is also the Executive Director of the European 
Patent Academy.
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