
第１日目 12月4日（木）

A会場 B1大会議室 ○は会場発表者､敬称略

13：00～13：30 3i研究会の紹介

13：35～15：10 セッションA1 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 情報分析１

演題A11 自組織のコア技術を基に、事業を拡張するための分析手法の検討
－ 夢の絆創膏事業への道 －

昭和産業株式会社 ○伏見 祥子
東レ株式会社 伊賀上まみ子
日産化学工業株式会社 大津 督
OKA情報技術コンサルテーション 岡 紀子
株式会社日立技術情報サービス 木下 敏夫
中央光学出版株式会社 中井 将人
アサヒグループホールディングス株式会社 佐藤 和代

演題A12 自社の技術の棚卸しによる新規事業提案の手法検討
株式会社カネカテクノリサーチ ○本田 瑞穂
ＴＯＴＯ株式会社 清水 剛
株式会社日本電気特許技術情報センター 清水理恵子

永山 敦
住ベリサーチ株式会社 屋ヶ田和彦
ランドンIP合同会社 山田 裕明
東洋インキSCホールディングス株式会社 山田 宏文
東レ株式会社 山根 深一

演題A13 将来の新事業展開のために連携すべき研究者を発掘・評価・選定する手法
－ 産学連携に向けて適切な連携相手をいかに見つけるか －

キヤノン株式会社 ○大久保武利
神奈川県立川崎図書館 沖田 香織
筑波大学大学院 小泉 真理
株式会社日清製粉グループ本社 櫻井英之助
東邦大学 佐山 暁子
中央光学出版株式会社 塚原 徹也
旭化成株式会社 野口 尚志
独立行政法人科学技術振興機構 野田口真也
株式会社日立製作所 柳 一美

演題A14 企業における異分野融合の成功事例のプロセス解析とその応用
株式会社ファンケル ○山中とも子
株式会社ホギメディカル 清 一雄

浅野 昭
独立行政法人科学技術振興機構 伊藤 祥
株式会社クラレ 関口 卓宏
鶴見大学 角田 裕之
旭化成株式会社 原田 雅子
住友電工デバイス・イノベーション株式会社 水野 千夏

15：30～17：00 特別講演 ITは学術のあり方をいかに変えるか
～ オープンサイエンス、統計学、研究倫理 ～

講 師：丸 山 宏 氏 統計数理研究所 副所長 教授

17：30～19：30 情報交流会 会場：地下1階 食堂



B会場 住宅棟 1階会議室 ○は会場発表者、敬称略

13：00～13：30 プロダクト・レビューB1

13：35～15：10 セッションB1 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 特許１

演題B11 中国特許調査のノウハウ
－ 中国語特許データベース「日本版CNIPR」の活用 －

ポーラ化成工業株式会社 ○高橋 元彦
アジア特許情報研究会 伊藤 徹男

演題B12 中国特許解析・テキストマイニングによるＫＷ分析
－ 適合率を重視した特許調査支援 －

花王株式会社 ○安藤 俊幸
はやぶさ国際特許事務所 桐山 勉

演題B13 機械翻訳文を利用した中国特許文献の分析研究
－ 中国特許文献原文と複数の機械和訳文を併用する分析法 －

はやぶさ国際特許事務所 ○桐山 勉､川島 順
一般財団法人日本特許情報機構 藤城 享
TANAKAホールディングス株式会社 栗原 健一

長谷川正好
日科情報株式会社 田中 宣郎
株式会社銀龍専利東京事務所 渡邊 彩

演題B14 中国公報に存在する中国語タイプミスに関する留意点
－ 網羅的に中国特許調査をするために －

株式会社三菱化学テクノリサーチ 渋谷 亮介

C会場 4階会議室 ○は会場発表者、敬称略

13：00～13：30 プロダクト・レビューC1

13：35～15：10 セッションC1 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 学術情報

演題C11 科学的貢献度評価指数hMC-index
日本大学経済学部 ○大槻 明
MK Future Software 川村 雅義

演題C12 CiNii API を用いた蔵書比較の実施
－ 埼玉医科大学附属図書館の事例 －

埼玉医科大学附属図書館 廣瀬 洋

演題C13 学術情報XML推進協議会の活動
－ JATS規格検討分科会を中心に －

一般社団法人日本消化器外科学会 ○武部 竜
NPO法人医学中央雑誌刊行会 黒沢 俊典
独立行政法人科学技術振興機構 久保田壮一
株式会社グラベルロード 伊藤 裕之
小宮山印刷工業株式会社 星 正道
東京大学 時実 象一
中西印刷株式会社 中西 秀彦､楠 健一
株式会社ビブリオスタイル 村上 真雄
レタープレス株式会社 中原 康介

演題C14 情報評価の定量性
仲本秀四郎



第２日目 12月5日（金）

A会場 B1大会議室 ○は会場発表者、敬称略

10：00～12：30 トーク&トーク

特許価値評価の現状と課題（仮称）

13：30～15：05 セッションA2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 情報分析２

演題A21 特許情報からみたスター発明者のネットワーク構築
名古屋大学大学院 犬塚 篤

演題A22 ネオジム磁石市場における知財戦略をあぶりだす
－ 目利きと活用の観点から特許情報を解析し、知財部、経営層、研究者への

提案に活かす －
新日鉄住金化学株式会社 ○中西 朋宏
株式会社明電舎 今井久美子
アサヒビール株式会社 後藤 謙治
日本バルカー工業株式会社 中川 智洋
日本化薬株式会社 杉原 彰子
キリン株式会社 伊藤 恵子
帝人株式会社 佐藤 貢司

演題A23 経営サイドに歓迎されるマップ作成手法の提言
－ 即席麺業界特許出願No.1ガリバーの傾向とガリバーに対抗するための戦略を探る －

アサヒグループホールディングス株式会社 ○赤染 陽子
新日鉄住金化学株式会社 三宮 瑠美
特許業務法人創成国際特許事務所 西尾 啓
キリン株式会社 平尾 啓

演題A24 新興国のテクニカルターム検証方法
－ タイ語・ベトナム語・インドネシア語のテクニカルターム収集 －

株式会社ネットス ○武藤 亜弓
株式会社ＩＨＩ 佐野浩太郎

15：30～16：40 セッションA3 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 情報分析３

演題A31 特許を用いた企業の戦略分析における妥当性検証の必要性
－ サントリーを事例として －

株式会社カネカテクノリサーチ ○山本 光三
インパテック株式会社 有賀 康裕
田岡化学工業株式会社 上野 亮磨
東洋紡株式会社 大森 照夫
株式会社メガチップス 阪口紘一郎
元 大阪工業大学知的財産研究科 都築 泉

演題A32 開発スピード重視の新商品開発はどう行うのか？
－ A社の特許戦略を読み解く －

キヤノン株式会社 ○下田 卓
三菱重工業株式会社 杉田 幸弘
日本地工株式会社 廣瀬 元
キリン株式会社 玉野 裕子
大河戸特許事務所 大河戸擴雄
一般社団法人発明推進協会 三浦 康
株式会社レイテック 佐々木眞悟

演題A33 燃料電池車の小型化に関する主要自動車メーカの傾向
－ 国内3社の技術動向 －

川崎重工業株式会社 ○池田 毅
田岡化学株式会社 丹 美幸
株式会社ワイズシステム 広崎 光彦､畠山 貴至
大阪工業大学 中村慎太郎



第２日目 10月11日（金）

B会場 住宅棟1階会議室 ○は会場発表者、敬称略

10：00
↓ トーク＆トーク「特許価値評価の現状と課題（仮称）」（Ａ会場）

12：30

13：30～14：40 セッションB2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 特許２

演題B21 中国特許ステータス情報
－ 中国特許のステータス情報の実態とその精度の検証 －

株式会社アイピックス ○水町 保宏
富士フイルム株式会社 田畑 文也
オリンパスメディカルシステムズ株式会社 中西 昌弘
株式会社神戸製鋼所 石田 政司
日本発明資料株式会社 鈴子真由美

演題B22 韓国特許調査手法の検討
－ ハングルキーワード検索を併用した網羅性向上手法の検討 －

富士フイルム株式会社 ○田畑 文也
東亞合成株式会社 前田 佳治
アジア特許情報研究会 伊藤 徹男
オリンパスメディカルシステムズ株式会社 中西 昌弘

演題B23 新興国におけるIPC付与の実態
－ 各国特許庁と日本特許庁のIPC付与に見られる相違 －

JFEテクノリサーチ株式会社 ○藤田 明
オリンパスメディカルシステムズ株式会社 中西 昌弘

14：45～15：15 プロダクト・レビューB2

15：30～16：40 セッションB3 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 情報技術の習得と実装

演題B31 エンドユーザ向け検索ツールの比較
－ Google Scholar, J-Global, ディスカバリー・サービスの情報収録状況比較 －

東京大学大学総合教育研究センター ○時実 象一
株式会社三菱化学テクノリサーチ 鈴木 理加
独立行政法人科学技術振興機構 中村 伸朗
株式会社カネカテクノリサーチ 持井 聡子

演題B32 入学生の情報技術修得意識調査
－ 栄養士養成課程在籍者とその他専攻課程在籍者との比較 －

あいち大橋学園 ○田中 雅章
名古屋文理大学短期大学部 内田 あや
名古屋学芸大学 根来 方子
仙台白百合女子大学 神田あづさ

演題B33 スマートフォンを活用して戦争違法化の歴史と日本国憲法の平和主義の
理念を学習するWebサイトの実装

鈴鹿国際大学国際人間科学部 ○中野 潤三
あいち大橋学園 十津 守宏､田中 雅章



C会場 4階会議室 ○は会場発表者、敬称略

10：00
↓ トーク＆トーク「特許価値評価の現状と課題（仮称）」（Ａ会場）

12：30

13：30～14：40 セッションC2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 情報の連携･比較

演題C21 ビジネス情報と科学技術情報を繋ぐと何が見えるか？
－ 有価証券報告書、プレス、規制情報、科学技術情報（特許、論文、予稿等）

との関係 －
独立行政法人科学技術振興機構 ○加藤 治､津田 英隆

演題C22 日本の機関リポジトリから発信される学術情報の分析
－ 三大学図書館連携機関リポジトリ研修の成果より －

科学技術・学術政策研究所 ○林 和弘
お茶の水女子大学図書/情報課 餌取 直子
千葉大学附属図書館 武内八重子､中原由美子､伊勢 幸恵
筑波大学附属図書館 新岡 美咲
横浜国立大学附属図書館 直江千寿子

演題C23 日本国内で開発され公開されているEvidence-basedな考え方による
診療ガイドラインの比較研究

国立成育医療研究センター研究所 鈴木 博道

14：45～15：15 プロダクト・レビューC2

15：30～16：40 セッションC3 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 分類･用語

演題C31 UDC日本語要約版の公開とUDCの最近の動向について
元 情報科学技術協会 ○戸塚 隆哉
中央大学文学部 山﨑 久道
情報科学技術協会 光富 健一

演題C32 ターミノロジー基本用語集の作成
INFOSTA SIGターミノロジー部会 ○山本 昭､井上 孝､太田 泰弘

長田 孝治､笹森勝之助､諏訪 秀策
戸塚 隆哉

演題C33 MeSH Terms再索引に関する調査と考察
－ MeSH 2014年版に追加されたLevofloxacinに関して －

一般財団法人 日本医薬情報センター 井上 彰


