開催の
ご案内

会 場
〒105-0001
東京都港区虎ノ門2丁目9番16号

日本消防会館（ニッショーホール）
会 場 へ のアクセス

一般社団法人発明推進協会は、知的財産国際交流事
業の一環として、この度、国際シンポジウム『IoT 時代の
日米欧のイノベーション力』
を開催いたします。アメリカ・
ドイツから知的財産の専門家をお招きし、ご講演してい
ただきます。プログラムの最後には、日本の知的財産専
門家の方々とパネルディスカッションをしていただく予
定です。
また、選定された「戦後日本のイノベーション100 選」
の解説を加え、過去のイノベーションの歴史を振り返り
ながら、21世紀のイノベーションを考えていく構成になっ
ております。

発明協会会長

2003 年
2006 年
2009 年

：同社 執行役社長
：同社 取締役会長
：独立行政法人 産業技術総合研究所 理事長

2013 年

：同社 相談役

2015 年

独立行政法人 産業技術総合研究所 最高顧問
：国立研究開発法人 産業技術総合研究所 最高
顧問

2016 年

：同社 特別顧問
（現在に至る）

久慈 直登 氏

日本知的財産協会専務理事
（元ホンダ知財部長）
1977-1993 年：株式会社本田技術研究所
1993-1999 年：本田技研工業株式会社 知的財産部
2000-2011 年：同 知的財産部長
2012 年 - 現 在：IP＊SEVA JAPAN 代表
2012 年 - 現 在：一般社団法人日本知的財産協会専務理事
2015 年 - 現 在：一般社団法人日本知財学会副会長
2012 年 - 現 在：AIPPI 理事、JAPIO 理事、IPCC 理事、
PAPC 理事、IIP 理事

G

H

務の後、カリフォルニア大学（バークレー校）経営大学院にて
Ph.D.取得。南山大学経営学部、防衛大学校、北陸先端科学
技術大学院大学名誉教授、カリフォルニア大学（バークレー
校）経営大学院ゼロックス知識学特別名誉教授を経て、現在、
一橋大学名誉教授、早稲田大学特任教授、
日本学士院会員。
知識創造理論を世界に広めたナレッジマネジメントの権威で、
海外での講演多数。The Oxford Handbook of Management
Theorists（2013）で、Business School Theorists 10人に選
ばれる。

及川 耕造 氏

― 戦後日本のイノベーション100 選定記念 ―

退官後は、経済産業研究所理事長を経て、
（社）発明協会理事
長に就任。その後、一般社団法人発明推進協会副会長及び

発明協会参与

内閣官房内閣審議官（内閣内政審議室）
、大臣官房総務審議
官、防衛庁装備局長、特許庁長官等を歴任

公益社団法人発明協会副会長・専務理事に就任。

ベルトラム・フーバー 氏

Dr. Bertram Huber

ドイツ弁護士
（元ボッシュ知財部長）

交 通

1965 年 3 月：京都大学大学院理学研究科修士課程修了

一橋大学名誉教授

195 8年早稲田大学政治経済学部卒業。富士電機製造勤

1969 年東京大学経済学部経済学科卒後、通産省入省、生活
産業局紙業課長、外務省欧州共同体日本政府代表部参事官、

- Commemoration of Selecting the list of 100
Postwar Japanese Innovations -

野間口 有 氏

野中 郁次郎 氏

“ IoT時代の

日米欧のイノベーション力 ”
Innovation at IoT age in Japan, U.S. and
Europe

講師プロフィール

1965 年 4 月：三菱電機株式会社 入社
1995 年
：同社 取締役 情報技術総合研究所長
2002 年
：同社 代表取締役 取締役社長

知的財産
国際交流
シンポジウム

講師プロフィール

IP*SEVA EUROPE 代表
テュービンゲン大学法学部客員講師

東京メトロ銀座線
虎ノ門下車 2番・3番出口 徒歩5分
東京メトロ日比谷線
神谷町下車 4番出口 徒歩10分

AIPPI知財・環境技術委員会委員
（2010～2016 年：委員長）
ミュンヘン知的財産法センター評議員長
IPNEXUS 知的財産市場アドバイザー委員長
1978～1983 年：AEG-テレフンケン社 ライセンス部
1983～1995 年：ANT 通信社 法務・特許部長
1995～2009 年：ボッシュ社 法人ライセンス部部長、副社
長・知的財産部部長

お 申込 方 法
下記の知的財産国際交流事業シンポジウムホームページにて
お申込みください。

http://www.jiii.or.jp/ip-community/
お問い合わせ
（一社）
発明推進協会 国際連携チーム
TEL：03-3502-5161 FAX：03-3500-2897
Eメール：ip-com@jiii.or.jp

日時

2017年 2月10日（金）

シンシア・カナディ 氏

日本消防会館［ニッショーホール］

IP*SEVA USA 代表
AIPPI知的財産・環境技術委員会特別委員
（2013～2016 年）
ル イ ジ ア ナ 州 東 部 地 区 裁 判 所、 国 務 省、Williams and
Connolly 事務所にて勤務後、
1984～1992 年：Fenwick & West 法律事務所アソシエイト、
パートナー
1993～1997 年：アップル・コンピュータ社 副社長
1997～2001年：Tech Law Group 代表
2001～2007年：WIPO 電子商取引部長、知的財産・新技
術部部長

午後１時00分から午後５時20分まで

場所

（港区虎ノ門）

参加費無料

主催

一般社団法人発明推進協会

言 語 日本語・英語
（同時通訳あり）

Dr. Cynthia Cannady
米国弁護士（元 WIPO ディレクター、元アップ
ル副社長、元 Fenwick & West パートナー）

“IoT時代の日米欧のイノベーション力 ” ―戦後日本のイノベーション 100 選定記念―
Innovation at IoT age in Japan, U.S. and Europe -Commemoration of Selecting the list of 100 Postwar Japanese InnovationsTime
12:00
13:00-13:05

Title
受付

Reception

開会の挨拶

Opening Address
13:05-13:35

基調講演①
「日本におけるイノベーション
（仮）」

Keynote Speech 1
"Innovation in Japan (Tentative）"

13:35-14:15

14:15-14:30
14:30-15:00

基調講演②
「戦後日本のイノベーション 100 選の経緯と問題提起」

Keynote Speech 2
"Background and Current Problem of '100 Postwar Japanese Innovations'"
休憩 Coffee Break

講演①
「21 世紀におけるイノベーションの挑戦―ヨーロッパの展望」

Lecture 1
"Challenges for Innovation in the 21st Century – a European Perspective"

15:00-15:30

15:30-15:45
15:45-17:15

講演②
「アメリカにおけるイノベーションの今後の展開」

Lecture 2
"Future Development of Innovation in U.S.A."
休憩 Coffee Break
パネルディスカッション Panel Discussion
「日本のイノベーション国家戦略」

"Japanese National Strategy of Innovation"

「日本産業界のイノベーションの課題」

"Key Issue of Innovation for Japanese Industry"

「今後の IoT 時代においてイノベーションはどうあるべきか」

"Innovation in Future IoT age"

17:15-17:20

Speaker

閉会の挨拶

Closing Address
MC：水野 寛信 発明推進協会 国際連携グループ 参事

山口 範雄

発明推進協会

会長

Norio Yamaguchi
Chairman, Japan Institute for Promoting Invention and Innovation (JIPII）
野中 郁次郎

一橋大学

名誉教授

Ikujiro Nonaka
Emeritus Professor, Hitotsubashi University
及川 耕造

発明協会

参与

Kozo Oikawa
Executive Counselor, Japan Institute of Invention and Innovation (JIII）

【知的財産国際交流事業】
“IPコミュニティ”
一般社団法人発明推進協会は約20年にわたり，アジア
太平洋域内等新興国の産業財産権に関わる人材の育成を
支援する事業を実施してまいりました。
この事業は，こうした活動実績等により培ってきた海外の
知的財産実務専門家（主に ASEAN，インド，ブラジルの
弁護士／弁理士，大学教授等）とのネットワークを有効
に活用するものであり，このネットワークの専門家を通じて，

ベルトラム・フーバー IP*SEVA 欧州オフィス代表、ドイツ弁護士
テュービンゲン大学法学部客員講師

Bertram Huber
Principal, IP*SEVA EUROPE
Rechtsanwalt
Visiting Lecturer, University of Tuebingen
シンシア・カナディ IP*SEVA 米国オフィス代表、米国弁護士
Cynthia Cannady
Principal, IP*SEVA USA
Attorney at Law, California State Bar

協会会員の皆様のみならず，日本の企業，大学・研究機
関等に有益な情報（海外の知的財産権に関する最新情報
等）を集め，ご活用いただくために，国内外の有識者を
招いて知的財産権に関するシンポジウム，セミナー等を開
催していく予定です。その成果は，当協会ホームページ等
により広く一般に提供していきます。
ネットワークの通称は「IPコミュニティ」です。
その他にも，発明推進協会では，知的財産に関する様々
な事業を展開しております。

野間口 有

発明協会

会長

Tamotsu Nomakuchi
Chairman, Japan Institute of Invention and Innovation (JIII）
久慈 直登 IP*SEVA 日本オフィス代表、日本知的財産協会 専務理事
Naoto Kuji
Principal, IP*SEVA JAPAN
Executive Managing Director, Japan Intellectual Property Association (JIPA）
モデレーター：及川 耕造 発明協会 参与
野間口 有 発明協会 会長
久慈 直登 日本知的財産協会 専務理事
ベルトラム・フーバー ドイツ弁護士
シンシア・カナディ 米国弁護士
中嶋 誠

発明推進協会

副会長

Makoto Nakajima
Vice Chairman, Japan Institute for Promoting Invention and Innovation(JIPII)

一般社団法人発明推進協会：http://www.jiii.or.jp

【戦後日本のイノベーション100 選】
公益社団法人発明協会は2014年に創立110周年を迎え，
これを記念して，戦後日本で成長を遂げ，日本の産業経
済の発展に大きく寄与したイノベーションを選定する事業
を実施して参りました。2014年6月に第一回選定として38
イノベーションを既に発表し，2016年6月に，すべてのイ
ノベーション（105件）
を選定いたしました。

http://koueki.jiii.or.jp/innovation100/index.html

