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特許情報活用
セミナー ｉｎ 大阪
中国の模倣品対策と特許調査 テクニック！
～

１０：００

うすい知財コンサルタント㈱ 代表取締役

１２：３０

秘

●講演「中国の模倣品問題と企業の対応」
臼井 清文 先生

●演習解説「特許情報の活用の現状 ～テキストデータ化された特許情報の利用～」
㈱レイテック 大阪支社支社長 仲村 栄基 氏

パテントマップ活用で活路を開け！
１３：３０
～

●講演「知財の戦略から戦術へ ～特許情報解析のポイント～」
東京農工大学技術経営研究科 教授・工学博士 鶴見 隆 先生
●講演「パテントマップ解析ツールに求められるモノ」
㈱帝人知的財産センター 技術情報グループ OB嘱託社員・工学博士

１６：３０

●事例解説「パテントマップ活用のテクニック」
㈱ＩＰＡＭジャパン顧問・㈱ビズ・ビタミン代表取締役

日時

主催

桐山 勉 先生

平成１８年１２月８日（金）
１０：００～１６：３０

場所

柴田 徹 氏

定

名（ 先
員８ ０

着順）

大阪産業創造館 ６Ｆ会議室Ｅ
〒541-0053 大阪市中央区本町1-4-5 TEL 06-6264-9800(代)

株式会社レイテック

本社
：〒101-0024東京都千代田区神田和泉町1-4-7
大阪支社：〒530-0001大阪市北区梅田一丁目3-200

０３（３８６２）７８６３

株式会社アイパム・ジャパン

http://ｗｗｗ.raytec.co.jp/

０３（３８６２）７８６４

（平日９：００～１８：００）

中国の模倣品対策と特許調査 テクニック！
秘

急速に経済成長する中国。
経済成長する市場で特許を確保するのは当たり前。
でも中国へ特許を出しても・・・
模倣されるだけだし・・・
諦めてはいけません！
ここに解があります。◆中国の特許情報を検索したい方・・・
◆中国特許概要を日本語で検索・確認したい方・・・
◆中国へ特許を出願したい方・・・
◆中国での模倣品対策を知りたい方・・・

第１部へ参加申し込みする

パテントマップ活用で活路を開け！
パテントマップは何を
教えてくれるのか！
あなたは１００％使い
こなしていますか？

特許情報の中には、技術情
報、権利情報、そして経営情
報が盛り込まれています。

◆特許情報の戦略的に活用したい方・・・
◆パテントマップで研究テーマを探索したい方・・・
◆パテントマップで他社分析したい方・・・
◆ＰＡＴ－ＬＩＳＴを使っている方・・・
◆ＰＡＴ－ＬＩＳＴを購入したけど、
活用できていない方・・・

第２部へ参加申し込みする

うすい知財コンサルタント株式会社
代表取締役 兼 知財コンサルタント 臼井 清文 先生

１０：００

中国の模倣品問題と企業の対応
◆なぜ模倣品を？
◆模倣品被害の実態
◆日本企業の取組みと対策
◆中国への進出企業の課題
◆質疑応答 他

１１：３０

特許情報の活用の現状
～テキストデータ化された特許情報の利用～
◆テキスト検索システムの現状
◆テキストの情報加工と活用
◆欧米の特許情報の活用事例
◆中国・韓国の特許情報の活用事例
◆質疑応答 他

１２：３０

＜プロフィール＞
大学卒業後、エプソン（現セイコーエプソン）に入社。事業部・特許、
知的財産の管理兼情報画像事業本部の開発設計管理部長後、
本社・知的財産本部・部長（企画担当）を最後に２００５年退社。
現在、うすい知財コンサルタント株式会社 代表取締役兼知財コ
ンサルタントとして主に、中国での模倣品対策のコンサルタント＆
講演で活動中。日本経団連・知的財産部会委員、産業構造審議
会・知的財産政策部会・特許制度小委員会臨時委員、知的財産研究所・不正競争防止
法改正（模倣品）調査研究委員会委員、ビジネス機械・情報システム産業協会・知財部
会・模倣品対策小委員会委員長、国際知的財産保護フォーラム（ＩＩＰＰＦ）・企画委員会
委員、国際知的財産保護フォーラム（ＩＩＰＰＦ）官民合同ミッション参加（１回～４回）、日
本知的財産協会（ＪＩＰＡ）・模倣品対策ＰＪサブリーダー（２００６年度）。

株式会社レイテック 大阪支社
支社長 仲村 栄基 氏
＜プロフィール＞
昭和４３月北海道大学理学部高分子学科卒業、昭和４５年北海道
大学理学部修士過程（高分子学）修了。同年、積水化学工業（株）
入社、研究所に配属。その後、生産技術部（京都）、開発本部エン
ジニアリングプラスチックセンター（東京）、開発本部総合研究所
塩ビ技術センター（徳山）、知的財産部に従事。平成７年から平成１５年まで日本知的
財産協会の特許情報委員会の委員、副委員長、委員長代理を歴任。平成１６年積水
化学工業を退職し、株式会社レイテック大阪支社支社長に就任、現在に至る。

昼休憩（１時間）
東京農工大学 技術経営研究科
教授・工学博士 鶴見 隆 先生

１３：３０

知財の戦略から戦術へ
～特許情報解析のポイント～
◆特許情報重視の背景
◆三位一体の戦略展開
◆戦略と一体化した特許情報解析の展開
◆組織的保証
◆質疑応答 他

１４：４５

パテントマップ解析ツールに
求められるモノ
◆マップ必須理由と人・技・知・ソフト
◆特許分析・解析のプロセス
◆マップは三段跳び競技
◆独自評価のマップは知財戦略
◆質疑応答 他

１５：４５

パテントマップ活用のテクニック
◆特許情報解析ツール「PAT-LIST」
◆特許情報から経営動向を見る
◆特許情報から技術動向を知る
◆特許情報から権利動向を確認する
◆質疑応答 他

注意）演題、内容は講演者の都合により変更される場合があります。

＜プロフィール＞
１９６６年東京大学理学部化学科卒業後、旭化成㈱に入社。同社
において、ベンベルグ不織布、人工腎臓用中空糸膜、ウイルス分
離膜等の開発に従事、この開発に関し、繊維学会技術賞、発明協
会発明賞等を受賞。その後、カシミロン工場長を経て、１９９７年よ
り２００４年まで、同社常務理事として、知的財産部次長、技術情
報センター長および知的財産・技術情報センター長を歴任。
２００５年４月から東京農工大学技術経営研究科教授（工学博士）として、知的財産関
連の講義を担当する傍ら、知的財産高等裁判所専門委員、発明協会ＩＰインストラク
ター、産業構造審議会臨時委員として活躍中。

㈱帝人知的財産センター 技術情報グループ
ＯＢ嘱託社員・工学博士 桐山 勉 先生
＜プロフィール＞
１９７３年名古屋大学工学部大学院合成化学科博士課程修了後，
帝人（株）に入社。ポリエステル技術，アラミド技術等の開発に従事。
その後知的財産部に転勤。１９９７年サーチャー１級資格を取得。１
９９９年から２００２年まで日本知的財産協会の特許情報検索委員。
特許庁の技術分野別特許マップ作成委員会に日本知的財産協会
の代表として参加。技術分野別特許マップの化学分野の２テーマに対し２年間に亘り参
画。２００３年より（株）帝人知的財産センターの技術情報グループのマネージャー。２０
０６年２月に同社を定年退職。その後，ＯＢ嘱託として部分勤務。２００５年から（社）情報
科学技術協会のＳＩＧ－パテントドクメンテーション部会のコアパーソンとして活躍中。

株式会社ＩＰＡＭジャパン 顧問
株式会社ビズ・ビタミン 代表取締役 柴田 徹 氏
＜プロフィール＞
１９８５年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ソフトウェア開発支援ツー
ル、インターネットシステムの企画／設計／開発を担当。２００１年
ソフトウェア会社を退職し、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年株式会社ビズ・ビタミンを設
立し独立。現在、新宿区ものづくり産業支援委員会委員、豊島区起業支援講座講師、
立教大学ＭＢＡ講師など、多方面で活躍中。

開催要領
日時： 平成１８年１２月８日（金）
１０：００～１６：３０
（９：４５より受付開始）
定員： ８０名 （先着順）
参加費：
①第1部＆第2部通し
②第1部だけ
③第2部だけ

会場： 大阪産業創造館 ６Ｆ 会議室Ｅ
〒541-0053 大阪市中央区本町1-4-5 TEL 06-6264-9800(代)
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34,800円/人（税込）
17,900円/人（税込）
21,900円/人（税込）

ＰＡＴ－ＬＩＳＴ保守契約またはCN/WEB契約企業からの参加費は５千円
割引きとなります。
①のお申し込みには昼休憩の弁当が付きます。
参加お申し込み後、事務局より参加確認の電子メールを差し上げます。そ
の電子メールの中に、受講番号、振込銀行口座番号が明記されています
ので、開催日時の１週間前までに参加費をお振込み下さい。
振込手数料は、受講者負担とさせて頂きます。ご理解・ご了承下さい。

お申し込みは下記のいずれかの方法で：
方法１）下記お申込み用紙に必要事項をご記入の上、指定番号へＦＡＸ下さい。
方法２）下記お申込み用紙の内容を、電子メールの本文に記載し、電子メールタイトルに「大阪セミナー参加申し込み」とご記
入の上、info@raytec.co.jp までメール送信下さい。

問い合わせ先：
株式会社レイテック

ＦＡＸ申し込み

担当＝常見（ツネミ）

電話 ０３（３８６２）７８６３

ＦＡＸ ０３（３８６２）７８６４

フリガナ

会
社
名

住
所

所
属

役
職

〒

ＰＡＴ－ＬＩＳＴ保守契約またはCN/WEB契約企業である ⇒ □ （該当する場合チェックして下さい）
参
加
者
そ
の
他

フリガナ

連
絡
先

電話
ＦＡＸ
Ｅメール

〒541-0053 大阪市中央区本町1-4-5 TEL 06-6264-9800(代)

＜注意事項＞
※参加申し込み多数の場合は、先着順とさせていただきます。定員オーバーの場合、参加お断りする場合がございます。
※セミナー開催一週間前になりましても、事務局から参加確認メールが届かない場合は、お手数ですが問い合わせ先までご連絡下さい。
※お申し込みいただいた個人情報は、株式会社レイテックにて厳重に管理し、当社の営業活動やＤＭ案内の他には使用いたしません。

