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知的財産取引

マイリストに追加

近年、知的財産やITの重要性は益々⾼まっており、知的財産権その他の情報財を適切に管理し、効果的に活⽤することは、現代の情
報化社会において事業を成功させるために不可⽋な前提条件となっています。そうした状況は、最先端技術に関わる⼀部の特殊な事
業分野だけではなく、あらゆる事業分野に共通する顕著な傾向となっており、社会情勢や急激な環境変化に即応した⾼度な専⾨性を
備えたリーガルサービスが強く求められています。当事務所は、IT、ライフサイエンス・ヘルスケア等の技術産業、映画、ゲーム、
⾳楽、放送、スポーツ等のエンターテインメント等幅広い産業分野における、ライセンス契約、共同研究開発契約、開発受委託契約
をはじめとする知的財産取引に関して、多⾓的・総合的なリーガルサービスを提供しています。知的財産権の重要性がますます⾼ま
るなかで、また、急速な技術発展に対応して、様々なタイプの取引に柔軟に対処しています。知的財産がコアの資産である企業の
M&Aやファイナンスの⼀環としての取引等、より広い視点からの検討を要するライセンス等の取引について、他の業務分野の弁護
⼠とも連携して戦略的な法的助⾔を提供できることも当事務所の強みのひとつです。また、職務発明規程の作成や秘密情報の管理等
企業における知的財産のマネジメント、知的財産に関する法的リスクの分析等も⽇常的に⾏っています。

関連する業務分野

商標・意匠出願 ITシステム/クラウド

弁護⼠等

主な案件実績
2020年09⽉

武⽥薬品⼯業株式会社：武⽥コンシューマーヘルスケア株式会社株式のBlackstoneへの譲渡

2020年

株式会社パイオニア：位置商標に基づく商標異議申⽴て事件の勝訴(取消決定・確定済み)

2020年

エイベックス株式会社：⼦会社設⽴に伴う東芝デジタルソリューションズ株式会社との株主間契約締結

2020年

⼤林組：インドネシアビンタン島で⼤規模⽔耕栽培の実証実験
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2019年

楽天株式会社：KonMari Media, Inc.の過半数株式取得およびパートナーシップの締結

2019年

⽇本ペイントホールディングス株式会社：Betek Boya ve Kimya Sanayi A.S. 社の株式取得(⼦会社化)

2019年

株式会社東京放送ホールディングス：株式会社ユーザベースとの資本業務提携

2019年

株式会社INCJ：ダイナミックマップ基盤株式会社への追加出資

2018年

本⽥技研⼯業株式会社：GMクルーズホールディングスLLC、ゼネラルモーターズと無⼈ライドシェアサービ
ス⽤⾞両の開発で協業

2018年

楽天株式会社: ウォルマート・ストアーズ・インクと戦略的提携
案件実績情報⼀覧

関連する論⽂/セミナー等

DX推進におけるSaaS利⽤、AI・

ミャンマーのビジネス

DX(デジタルトランスフォーメー

データ利活⽤のポイントと法的留

法務

ション)の中⼼技術のポイント・利

書籍

⽤動向と、交渉戦略・法律上の留

意点
セミナー

意点

2020年12⽉

セミナー

AI・データビジネスの動向と交渉

AI・データビジネスの動向と展開

AI開発・データ利活⽤に係る知的

ポイント

上の法的留意点

財産法と契約の留意点

セミナー

Obtaining Evidence in Japanese
and U.S. Litigations
セミナー

セミナー

セミナー

AIの法律

Practical Law Global Guide 2020:
IP in Business Transactions -

書籍

Japan

2020年11⽉

論⽂
2020年11⽉

論⽂/書籍⼀覧
セミナー⼀覧

関連するニューズレター

特許権存続期間延⻑制度(SPC)の新

タイ法における担保権の基本(2/2)

アジアニューズレター2020年5⽉

動向〜第⼆医薬⽤途発明のSPC取

(2020年5⽉28⽇号)

28⽇号

得を否定した2020年7⽉9⽇欧州
司法裁判所(CJEU)⼤法廷判決につ
いて〜(2020年9⽉25⽇号)

⾦融ニューズレター

アジアニューズレター

2020年05⽉28⽇

2020年05⽉28⽇

ヨーロッパニューズレター
2020年09⽉25⽇
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「知的財産に関する新型コロナウ

⾃動運転レベル3の解禁〜2020年

「MaaS関連データの連携に関する

イルス感染症対策⽀援宣⾔」につ

4⽉1⽇の改正道路運送⾞両法及び

ガイドラインVer.1.0」の公表

いて (2020年5⽉27⽇号)

道路交通法の施⾏とそれに伴う道

(2020年4⽉13⽇号)

路運送⾞両の保安基準等の改正〜

企業法務ニューズレター

(2020年4⽉21⽇号)

2020年05⽉27⽇

ロボット/AIニューズレター
2020年04⽉13⽇

ロボット/AIニューズレター
2020年04⽉21⽇

ヨーロッパニューズレター2020年

MaaSの実現に向けた課題と近時の

オルタナティブ・データの取扱い

2⽉28⽇号

取組み(2019年12⽉2⽇号)

における法的問題点(下)(2019年11

ヨーロッパニューズレター

ロボット/AIニューズレター

2020年02⽉28⽇

⽉25⽇号)
ロボット/AIニューズレター

2019年12⽉02⽇

2019年11⽉25⽇

N&Aニューズレタートップ

関連するニュース

ビジネスを法から組み⽴てる新⼿

「ものづくりスタートアップのた

Comment: Japan's effort to

法「エクセキューション・デザイ

めの契約ガイドライン」および

throttle manga piracy online

ン」とは

「契約書フォーマット」が公開さ

triggers constitutional debate

れました。

over privacy v copyright

メディア

お知らせ

2019年08⽉

メディア

2019年03⽉

2018年10⽉03⽇

北條孝佳弁護⼠がオブザーバーと

⻄村⾼等法務研究所(NIALS) デー

Attorney's MAGAZINE Vol.

して参加した「証拠保全ガイドラ

タをめぐる競争と産業の法政策研

62(2018年3⽉号)

イン第7版」公表

究会報告書

お知らせ

メディア

お知らせ

2018年03⽉

2018年07⽉20⽇

2018年06⽉

北條孝佳弁護⼠がオブザーバーと

2013年1⽉10⽇付Business Media

して参加した「証拠保全ガイドラ

誠Website

イン第6版」公表

メディア

メディア

お知らせ

2011年3⽉10⽇付経済⽇報(台湾)

2011年03⽉10⽇

2013年01⽉10⽇

2017年05⽉09⽇

ニューストップ

弁護⼠等

3

業務分野：知的財産取引 | ⻄村あさひ法律事務所

19 Jan 2021

ニュース

パートナー/ニューヨーク事務所パートナー/法⼈社員 オブカウンセル カウンセル/法⼈カウンセル

アクセス

アソシエイト/法⼈アソシエイト 海外事務所代表 フォーリンアトーニー/法⼈フォーリンアトーニー

お問い合わせ

アライアンス事務所ダイレクター/アライアンス事務所アソシエイト 提携事務所パートナー/提携事務所アソシエイト

採⽤情報

税理⼠ 弁理⼠ アドバイザー

N&A Alumni

業務分野
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