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引用例はどこだ！
　254号から始まったこの「引用例はどこだ！」ですが、

今回をもちまして特技懇誌面での紹介は終了いたします。

　情報提供をしてくださった方々、特技懇の記事を引用

してくださった方々に感謝申し上げます。

　そしてなにより、特技懇記事を執筆していただいた皆

様、ありがとうございました。

　これからも特技懇に対して、さまざまな形でご支援い

ただきますようお願い申し上げます。

　ホームページへの情報追加は継続予定ですので、引き

続き情報提供をお願いします。
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山下崇 ジュネーヴ代表部と国際会議 227号 2003

ジュネーブ政
府 代 表 部 を
経 験 し た 10
名の審査官

ジュネーブから見た知財国際問題
の流れ
～知財外交交渉最前線の 30 年

特技懇 256 号
58-72 頁 2010 69 頁

佐藤恵太
米国におけるデザイン保護の新
たな動き
―第 102 議会 HR1790 を中心に―

159号 1991
財団法人日本
国際知的財産
保護協会

各国における意匠保護の及ばない
範囲の実態調査研究報告書

各国における意匠保
護の及ばない範囲の
実態調査研究報告書

1-116 頁 2009 13 頁（注 11）
18 頁（注 30）

永石哲也 エコキュート　～ CO2 冷媒ヒー
トポンプ給湯システム～ 236号 2005 I. Staffell

R.J. Green
Estimating future prices for stationary fuel cells 
with empirically derived experience curves 

International Journal 
of Hydrogen Energy

Vol.34, No. 14
5617-5628 頁 2009 5622 頁

（注 43）

村上敬亮 オープンソースを巡る著作権論
議と知的財産政策への示唆 232号 2004

池田佳代
沼田秀穂
兼子正勝

情報通信基盤としての高品質日本
語オープンフォントに関する検討

情 報 社 会 学 会
誌

Vol.4, No.1　
105-119 頁 2009

119 頁（ 末 尾
参考文献村上
敬亮 2004）

赤川誠一 情報システム関連施策と知財環
境への影響 231号 2004 笹野秀生

特許庁ペーパーレスシステムの経
緯と特許庁業務・システム最適化
計画について

特技懇 252 号
6-16 頁 2009 16 頁

（参考文献 2）

服部和男 模倣品被害の現状と特許庁の取
り組み 236号 2005

独立行政法
人産業技術
総合研究所

ア ジ ア に お け る 模 倣 品 に 係 る 安
全・環境面からの影響調査事業報
告書

アジアにおける模
倣品に係る安全・
環境面からの影響
調査事業報告書
平 成 19 年 度 中 小
企業支援調査

1-36 頁 2008 4 頁（注 11）

Heinz 
Goddar
Christian 
W. Appelt

Interview with European Patent 
Attorneys 245号 2007

NALINI 
KANTA 
MOHANTY

THE ADVANTAGE/DISADVANTAGE 
OF THE HARMONIZATION OF THE 
PATENT SYSTEM

Final Report in 
Fulfillment of the 
Long-term Research 
Fellowship

1-104 頁 2008 31 頁（注 96）
31 頁（注 97）

武重竜男　
仁木学
土谷慎吾
早乙女愛佳

「戦略的な知的財産管理に向けて
－技術経営力を高めるために－

〈知財戦略事例集〉」の要点と作成
体験談

246号 2007 諸岡健一 企画調査課 特技懇 248 号
101-109 頁 2008 104 頁

（注 3）

特許庁技術
懇話会

今後の特許行政のあり方（案）
－活力ある特許行政を求めて 108号 1983 加藤浩

政策決定プロセスにおける専門人
材の役割　―科学技術政策史と知
財政策史の比較研究―

特技懇 251 号
90-112 頁 2008 109 頁

（右欄）

間野裕一 「FI 簡易表示システム」と「一元付
与データ検索システム」のご紹介 247号 2007 上嶋裕樹　

土谷 慎吾 審査支援ソフト（JavaScript 版） 特技懇 249 号
149-151 頁 2008 151 頁

（左欄）
武重竜男　
仁木学
土谷慎吾
早乙女愛佳

「戦略的な知的財産管理に向けて
－技術経営力を高めるために－

〈知財戦略事例集〉」の要点と作成
体験談

246号 2007 大畑通隆 我が国企業における知財への取り
組みの活性化に向けて 特技懇 249 号

114-125 頁 2008 125 頁
（右欄）

岡田宏之
扇谷高男
長芝哲央
小菅一弘

期待に応えるために 237号 2005 服部智 「特許審査の品質監理」について 特技懇 246 号
141-147 頁 2007 142 頁

（注 4）

野村伸雄 特許流通・技術移転の効果 243号 2006

稲谷稔宏

知財のビジネスでの活用策と知財
人材の拡大策
－特許流通アドバイザーの視点か
ら－

特技懇 244 号
112-121 頁 2007

112 頁
（注 1）

稲谷稔宏
知財の活用によるビジネスの活
性化　－特許流通アドバイザー
の視点から－

231号 2004 118 頁
（注 18）

稲谷稔宏 技術移転の成功例　－特許流通
アドバイザーの視点から－ 218号 2001 118 頁

（注 20）

木村友久
都城高専における知財教育の実
践経過と授業効果の分析につい
て

225号 2002 木村友久
教育機関における知財人材育成の
現場　創造性涵養・研究開発力向
上を目的とした知的財産人材育成

特技懇 247 号
12-26 頁 2007 19 頁（注 4）

豊岡静男 審決取消訴訟について 234号 2004 Takaki 
Nishijima

Inventive Step （Unobviousness） 
Standard in Japan AIPPI Journal 109-114 頁 2006 111 頁

（Fig2）
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相田義明 ビジネス方法発明の進歩性の判
断について 215号 2001

竹田和彦 特許の知識（第 8 版） 特許の知識（第
8 版） 第 8 版 2006

162 頁

柿崎恵子 物質特許導入後の化学的類似方
法（Ⅱ） 64 号 1975 151 頁

加藤浩
特許侵害訴訟における金討論の
適用について
－国際比較と最近の傾向－

233号 2004 小林智彦 バイオ関連発明に均等論を適用す
る際の留意点についての一考察 特技懇 242 号　

43-51 頁 2006 45 頁（注
11）

鈴木公明

特許権価値評価法の変遷　（コス
ト法からリアルオプション価格
決定法まで）
－ロバート・ピットケスリー博
士へのオマージュ－

226号 2002 鈴木公明 知的財産の価値評価 特技懇 240 号
80-90 頁 2006 90 頁（参考

文献）

有田克彦 知的財産訴訟費用保険について 190号 1997
財団法人知
的財産研究
所

中小・ベンチャー企業における知
的財産の活用方策に関する研究会
報告書

中小・ベンチャー
企 業 に お け る 知
的 財 産 の 活 用 方
策 に 関 す る 研 究
会報告書
平成 16 年度特許
庁 産 業 財 産 権 制
度 問 題 調 査 研 究
報告書

1-371 頁 2005 137 頁
（注 8）

西本浩司 清永判例研究会について 218号 2001 西本浩司 特許審査の実務、研修及び自己研鑽 特技懇 239 号
50-58 頁 2005 54 頁（注 4）

北野滋
エンフォースメント
～サムソン S D I との P D P 特許係
争をふり返って

236号 2005 越河勉
プラズマディスプレイの構造と製
造方法　－平成 16 年度特許出願技
術動向調査より－

特技懇 238 号
86-95 頁 2005 93 頁

（右下欄）

植村昭三 ジュネーブ、WIPO、と私 209号 2000 植村昭三 私の知財外交 35 年史 特技懇 236 号
6-14 頁 2005 13頁（左欄）

徳永博 ベネチア特許とガリレオの出願 179号 1995 徳永博 水の都の物語　－ F I C P I ヴェネチ
ア・フォーラムに出席して 特技懇 236 号

106-111 頁 2005 106 頁
（左欄）

多喜義彦 知財ビジネスの現状と将来 231号 2004 吉国信雄 金沢大学での知財活動 特技懇 234 号
111-117 頁 2004 112 頁

（左欄）

森則雄 18 C ヨーロッパの意匠保護にみ
る今日的テーマ（上） 103号 1982 森則雄 新しいステージを迎えたデザイン

知財に高まる期待 特技懇 233 号
79-83 頁 2004 80頁（中欄）

編集委員会
岩田行剛 国際関連施策の総括 231号 2004 宮本智子

国際的知財環境の行方
―貿易的側面にグローバルな共生
的側面を加えて―

特技懇 232 号
40-45 頁 2004 40頁（左欄）

石井康之 知的資産の経済モデル構築に向
けて 217号 2001

谷川英和 発明報酬の観点から見た特許の価
値評価 特技懇 222 号

28-37 頁 2002

28 頁（注 3）

中井正和 知的財産権の証券化の現状と可
能性について 217号 2001 28 頁（注 4）

菊池純一 特許と経済の接点を切り拓くた
めの特許経済モデル 217号 2001 28 頁（注 5）

森藤淳志 OECD 滞在記　～派遣までの道の
りと OECD 生活紹介～ 215号 2000 森藤淳志 OECD における科学技術関連指標

の開発　―特許プロジェクト― 特技懇 221 号
4-13 頁 2002 4 頁（注 1）

徳永博 ベネチア特許とガリレオの出願 179号 1995 徳永博 永遠の都　－ FICPI ローマ・フォー
ラムに出席して－ 特技懇 222 号

45-50 頁 2002 48頁（左欄）

久保次三
インターネット・ドメイン名の
不正登録排除への取組と紛争処
理の現況

215号 2000 土肥一史 ドメイン名と著名商標等との抵触
関係 特技懇 219 号

34-42 頁 2001 36 頁（注 5）

吉田耕一 ビジネス・モデル特許　～審査
第五部を襲う臨界特許？？～ 209号 2000 野崎大進 ビジネス方法特許米国事情と最近

の動向 特技懇 213 号
34-41 頁 2000 41 頁

（参考文献）

松尾淳一 特許協力条約における国際事務
局の機械課の現状について 192号 1997 松尾淳一 PCT 電子出願への一歩　PCT-EASY 特技懇 207 号

54-61 頁 1999 54 頁（注 2）

特技懇制度
特別委員会 審判制度について（Ⅰ） 91 号 1980

特許庁技術
懇話会

今後の特許行政のあり方（案）
－活力ある特許行政を求めて 特技懇 108 号別冊 1983

40頁（左欄）

杉本達於 海外における 30 条論争 82 号 1978 39頁（右欄）
特技懇制度
特別委員会

制度改正に向けて（Ⅲ）
－審査及び審判制度－ 105号 1982 39頁（右欄）

40頁（左欄）

特技懇制度
特別委員会

制度改正に向けて（Ⅱ）
－明細書及びその補正－ 104号 1982

39頁（左欄）
39頁（右欄）
40頁（左欄）

特技懇制度
特別委員会

制度改正にむけて（Ⅰ）
－請求の範囲及び多項制－ 103号 1982 39頁（左欄）

特技懇総合
調整特別委
員会

審査実務から見たサーチ業務の
機械化に関する考察 107号 1982 10頁（右欄）

特技懇制度
特別委員会

制度改正にむけて（Ⅰ）
－請求の範囲及び多項制－ 103号 1982

特許庁技術
懇話会

制度改正に向けて（Ⅲ）
－審査及び審判制度－ 特技懇 105 号 1982

23 頁（注 5）

特技懇制度
特別委員会

制度改正に向けて（Ⅱ）
－明細書及びその補正－ 104号 1982

21 頁
（注 3, 注 4）

22 頁（注 4）


