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3 26日（火）9:45〜18:15（開場9:30）

2019年 月

日時

赤坂 ドイツ文化会館 OAGホール

会場

東京理科大学知的財産教育・研究懇談会では、
「 IPフォーラム2019」を開催します。本年のテーマは「知財活

用のグローバル潮流」
です。知財の世界でも新しい波がつぎつぎ押し寄せてきているように感じます。本年も、知財

裁判官として活躍されている世界の第一人者を基調講演者にお迎えし、国内外の弁護士、弁理士、企業人からなる

スピーカーには、世界の最新の状況と今後の展望、そして日本の知財界にとっての課題と対策をご講演いただきま
す。なお、
フォーラム終了後、簡単なレセプション（参加無料）を予定しています。

参加登録

下記URLリンク、
または右上のQRコードから

https://a07.hm-f.jp/index.php?action=R1&a=806&g=43&f=85

登録期限

3月24日
（日）

（ただし、定員230名に達し次第締め切ります）

基調講演
基調講演 1．

米国特許商標庁審判部 (PTAB)
元部統括裁判官

基調講演 2．

基 調 講 演 3．

ドイツ連邦特許裁判所

知的財産高等裁判所

Beate Schmidt 所長

高部

BRIAN P. MURPHY 弁護士

眞規子 所長

スピーカー / モデレーター

HAUG PARTNERS LLP
法律事務所 業務執行パートナー
EDGAR H. HAUG
弁護士

HAUG PARTNERS LLP
法律事務所 パートナー
ROBERT E. COLLETTI
弁護士

BOEHMERT & BOEHMERT
法律事務所 パートナー
PROF.DR.HEINZ GODDAR
弁理士

キヤノン
（株）
知的財産法務本部長
常務執行役員
長澤 健一 氏

トヨタ自動車（株）
知的財産部
IP戦略 G. 主幹
遠藤 雅人 氏

東京理科大学
経営学研究科

淺見 節子 教授

BOEHMERT & BOEHMERT
法律事務所 パートナー
CHRISTIAN W.APPELT
弁理士

進行：東京理科大学 理学部 宮武 久佳 教授

プログラム
時間

9:45〜10:00

内容

スピーカー

開会の挨拶

東京理科大学 経営学研究科
荻野 誠 教授

10:00〜10:45

基調講演1.
米国特許庁手続
- PTAB手続の再較正：最高裁によるPTAB裁量の制限 -

10:45〜11:30

米国における知的財産 ー最新の動向

11:30〜12:00

同上パネルディスカッション

12:00〜13:00

昼食休憩

13:00〜13:45

基調講演2.
欧州/ドイツにおける特許の権利行使と有効性
ー 裁判所の視点 ー

ドイツ連邦特許裁判所
Beate Schmidt所長

13:45〜14:15

欧州/ドイツにおける特許の権利行使と有効性
ー 権利者の視点 ー

Boehmert & Boehmert法律事務所
パートナー Christian W. Appelt弁理士

14:15〜14:45

同上パネルディスカッション

14:45〜15:15

休憩（コーヒーブレーク）

15:15〜16:00

基調講演3.
知財高裁のベンチから

高部

16:00〜17:00

・ハードからソフトへ
- 人工知能（AI）時代における変化手段としての特許

Boehmert & Boehmert法律事務所
パートナー Prof. Dr. Heinz Goddar弁理士

米国特許商標庁特許審判部(PTAB)
Brian P. Murphy 元部総括裁判官
Haug Partners LLP 法律事務所
業務執行パートナー Edgar H. Haug弁護士
パートナー Robert E. Colletti弁護士
（モデレーター：Prof. Dr. Heinz Goddar弁理士）

（モデレーター：Edgar H. Haug弁護士）

知的財産高等裁判所

・AI/IoT時代における標準化の役割
・同上パネルディスカッション
17:00〜17:15

小休憩

17:15〜18:15

・今、
日本の知財に求められるもの

眞規子 所長

DJI (大疆創新科技有限公司)
元チーフIPカウンセル Alice Wang弁護士
（モデレーター：Christian W. Appelt弁理士）

高部 眞規子 所長
キヤノン(株）知的財産法務本部長 常務執行役員

長澤 健一 氏

トヨタ自動車(株）知的財産部 IP戦略G. 主幹
遠藤 雅人 氏

・同上パネルディスカッション

（モデレーター：東京理科大学経営学研究科
淺見 節子 教授）

18:15〜

レセプション（無料） 於 OAG ホール・ホワイエ (ドイツ文化会館 1F)

OAG ホール（ドイツ文化会館 1F ）
〒107-0052 東京都港区赤坂７ー５ー５６ Tel. 03-3582-7743

♦ 交通
・東京メトロ 銀座線・半蔵門線、都営地下鉄 大江戸線
青山一丁目駅４番出口より徒歩７分
青山通りを赤坂見附方向へ向かい、赤坂郵便局、カナ
ダ大使館を通り過ぎ、高橋是清公園（初代特許庁長官
私邸跡地）と草月会館の間の道を右折、約50m先左手
本フォーラムは、Haug partners LLP法律事務所およびBoehmert &
Boehmert法律事務所の協賛により開催されます。
知的財産教育・研究懇談会

お問い合わせ：e-mailにて tusipforum@tus-mip.net までお願いします。
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