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THE LICENSING EXECUTIVES SOCIETY JAPAN 

２０１７年１０月１９日 
 
会員各位 

日本ライセンス協会 関西研修委員会 
〒550-0004  大阪市西区靱本町 1-8-4 

   大阪科学技術センター内 
TEL.06-6443-5320 FAX.06-6443-5319 

 

第４１４回 関西月例研究会 

 

「中国・ASEAN におけるライセンス実務」 
― 法的諸問題とライセンス戦略 ― 

 
開催日：２０１７年１１月３０日（木曜日）１４：００－１７：００ 
場所：大阪科学技術センター ４階 ４０４号室 
講 師： 黒瀬 雅志 氏（黒瀬 IP マネジメント 代表） 
     上柳 雅誉 氏（上柳特許事務所 所長） 

 

拝啓 会員の皆様方には益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 また、平素より当協会の活動にご協力、ご支援を賜り厚く御礼申し上げます。 

 

 さて、１１月度の月例研究会は、「中国・ＡＳＥＡＮにおけるライセンス実務」と題し、黒瀬

ＩＰマネジメント代表の黒瀬 雅志氏と上柳特許事務所所長の上柳 雅誉氏をお招きしてご講演頂

くこととなりました。 

 中国・ＡＳＥＡＮにおける事業活動を検討する場合、知財担当者は、当該地域の知財制度とと

もに、ライセンス実務に係る諸問題を把握しておく必要があります。 

 中国ライセンス実務に関してはすでに多くの報告書が公表されています。今回の月例研究会で

は、これらの報告書を紹介しつつ、中国における技術ライセンスおよび研究開発成果の保護を中

心として、基礎的な法律事項と、考慮すべき実務上の問題点について解説します。また、ライセ

ンスにおいてバックグラウンド情報として知っておくべき知財エンフォースメント環境について

最新の情報を提供します。 

 また、ＡＳＥＡＮにおいては、ＡＳＥＡＮ経済共同体の成立を受けて、知財環境が徐々に変化

しています。従来はあまり問題とされなかった技術ライセンス実務においても、各国特有の諸問

題について把握しておく必要があります。今回の月例研究会では、ＡＳＥＡＮ主要６カ国を中心

に、ＡＳＥＡＮのライセンス実務の留意点について解説します。 

 さらに、これらの地域、とりわけ中国企業とのライセンスにおける戦略的な考え方と交渉の留

意点について解説します。 

 
 本講演は、中国・ＡＳＥＡＮの最新の知財制度を解説するものであり、企業の知財担当者のみ

ならず、広く知財、ライセンス等に関る専門家にとっても、示唆に富む有用な情報が得られる機

会と思われます。会員の皆様の多数のご参加をお待ちしております。 

 また月例研究会の終了後に講師を囲んで簡単な懇親会を開催いたします。是非、ご都合をお付

けの上、懇親会へのご出席をお願いいたします。 

敬具 
 

＊なお、本研究会は、日本弁理士会の継続研修としての認定を申請中です。本研修を受講し、所

定の申請をすると、外部機関研修として選択科目：２．５単位が認められる予定ですので、受

講の際に受付にてその旨お申し出下さい。 
＊本案内文の作成にあたっては、関東研修委員会の同意を得て、2017 年 8 月に開催された関東

月例研究会の案内文を転用させていただきました。 
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講師略歴 

 黒瀬 雅志 氏 

 1977 年 機械メーカー勤務を経て、協和特許法律事務所入所 
 1977 年 弁理士登録 
 2005 年 東京理科大学大学院イノベーション研究科客員教授(～現在) 
 2014 年 一橋大学大学院(国際企業戦略研究科)非常勤講師(～現在) 
 2015 年 黒瀬 IP マネジメント設立 
 
主な著書 
 「知財ライセンス契約の法律相談｣(共著) 2006 年 青林書院 
 「初めての海外模倣対策ハンドブック」 2006 年 JETRO 
 「中国知的財産権判例評釈」(共著)2009 年 日本機械輸出組合 
 「アジア諸国の知的財産制度」(共著)2010 年 青林書院 
 「ロシア知的財産制度と実務」(編著)2013 年 経済産業調査会 
受賞暦 
 2006 年 黄綬褒章 
 2009 年 日本知的財産学会特別賞 
 2012 年 日中知識産権交流促進貢献奨(中華全国専利代理人協会) 
 2014 年 The APAA Enduring Awards for Engaging, Contributing and Loyalty 
     (アジア弁理士協会) 
 

 上柳 雅誉 氏 

 1975 年 4 月  諏訪精工舎（現セイコーエプソン）入社 開発部特許課 
 1987 年 12 月   弁理士登録 
 1995 年 7 月  特許室部長 
 2000 年 6 月   理事 知的財産室長 
 2006 年 6 月  業務執行役員 知的財産本部長 
 2007 年 10 月  業務執行役員常務 知的財産本部長 
 2013 年 6 月  常務取締役 知的財産本部長 
 2014 年 6 月  同社退任 
 2014 年 7 月  上柳特許事務所設立 現在 
 2015 年 4 月  独立行政法人 工業所有権情報・研修館(INPIT) 監事 現在  
 
主な著書・論文 
・M&A における企業の知的財産部門の役割  知財研フォーラム Vol.73 
・職務発明制度の現状と課題         知財研フォーラム Vol.85 
・セイコーエプソンの歩み「知的財産と共に」 2006 年（中文 WEB） 
・知的財産戦略教本（株）R&D プランニング出版 2005 年（共著） 
・知的財産マネージメント実践ガイド 企業研究会     （共著） 
受賞暦 
 2015 年 平成 27 年度 知的財産制度関係功労者表彰受賞 
 2015 年 平成 26 年度 知的財産教育協会表彰 
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１．[研究会] 

と き：２０１７年１１月３０日（木曜日）１４：００－１７：００ 

ところ：大阪科学技術センター ４階４０４号室 
講 師： 黒瀬 雅志 氏（黒瀬 IP マネジメント 代表） 
     上柳 雅誉 氏（上柳特許事務所 所長） 

司 会：関西研修委員会 本同 信也（特許業務法人 ワンディーＩＰパートナーズ 弁理士） 

参加費：正会員５,０００円（同一組織のメンバーを含む）、継続会員２,０００円 

    一般１０，０００円 

 
２．［懇親会］ 

と き：２０１７年１１月３０日（木曜日）１７：００－１８：００ 

ところ：大阪科学技術センター地下１階 多目的室 

参加費：１，５００円 

 
３．［参加申し込み］ 

＊ 申込期限：２０１７年１１月２３日（木） 

＊LES Japan ウェブサイト【http://www.lesj.org/workshop/monthly/west.php】 

または、次頁 FAX用紙にて、関西本部事務局宛お申込み下さい。 
 

【次回のご案内】 
 日 時：２０１７年１２月１２日（火曜日）１４：００～１７：００ 
 テーマ：「知財契約担当者もこれだけは知っておくべき民法改正」 

     ～ライセンス契約を含めた契約実務への影響～ 
講 師：中務 尚子 氏（中央総合法律事務所） 
司 会：関西研修委員会 藤原 美由季（小野薬品工業㈱） 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
日本ライセンス協会関西本部   担当：吉岡 奈美 行 
ＦＡＸ：０６－６４４３－５３１９ 

第４１４回関西月例研究会（１１月３０日）に参加申し込みます。 

○参加,×不参加 

参加者氏名 

団体名／所属･役職 

TEL・FAX／E-mail 

（注１） 

継続会員は 

○印を記入 

（注２） 

申込みのきっかけ 

○印をご記入 

ください 
研究会 懇親会 

              弁理士   

メール／ＨＰ 

／近経局ﾒﾙﾏｶﾞ 

／ﾊﾟﾃﾝﾄｻﾛﾝ 

              弁理士   

メール／ＨＰ 

／近経局ﾒﾙﾏｶﾞ 

／ﾊﾟﾃﾝﾄｻﾛﾝ 

              弁理士   

メール／ＨＰ 

／近経局ﾒﾙﾏｶﾞ 

／ﾊﾟﾃﾝﾄｻﾛﾝ 

 
 

（注１）会員名簿に記載の所属団体名･役職･住所等に変更のない方は氏名のみで結構です。 
（注２）継続会員（５年以上正会員であった者が、満５５歳を超えており、組織を離れ個人で

会員を継続しようとする場合に理事会の決定により認められるもの）とは、LESJ の審
議により特別の年会費（２万円）が適用されている正会員であります。 
（詳細は会員名簿の規則またはホームページをご参照） 

☆会場への案内図（http://www.ostec.or.jp/data/access.html） 


