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大阪工業大学大学院知的財産研究科における
日本弁理士会継続研修のご案内について
本学専門職大学院知的財産研究科は、日本弁理士会により継続研修を実施する外部機関として認
定を受けております。
継続研修のメニューとしては、当研究科で開講する特定の授業が対象となります（現在申請中）。
継続研修を目的として当研究科をご利用いただくにあたり、本書に記載の事項をご理解のうえ、
みなさまの継続研修の機会として是非ともご活用ください。
なお、当研究科においては、この継続研修を本学大学院の「科目等履修制度」の一環として運用
いたしますことをあわせてご理解ください。

本学で開講する継続研修対象科目の受講方法
「科目等履修」として、継続研修対象のご希望される科目を受講していただきます。「科目等履修」
のお申し込みは、別添の「科目等履修生出願要領」 （当研究科ＨＰで入手可）をご覧ください。

ご参考（科目等履修の概要）
科目等履修生制度とは、大学で履修した授業科目の単位を認定するもので、所定の成績
を修めた場合には、正規学生と同様に単位を修得できる制度です。この制度を利用して、
知識の向上等に大学の授業を役立てていただけます。

科目等履修をお勧めする方々
将来、本学専門職大学院に入学をご検討中の方

入学後の単位に算入
知的財産に興味はあるが、修学の時間が取れない方

主要科目は土曜日と昼夜開講
夜の授業は梅田のサテライトキャンパスにて開講
知的財産の領域に限定して専門知識・最新情報を習得したい方

１科目から受講可
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履修料等
１単位あたり 35,000 円（2 単位の科目の場合、1 科目で 70,000 円）
※履修料以外に、科目等履修申し込み時に検定料として 5,000 円が必要となります。

手続き期間
（前期）2016 年 3 月 2 日（水）～3 月 14 日（月）
（後期）2016 年 7 月 21 日（木）～8 月 1 日（月）

継続研修の対象科目一覧（現在申請中）
継続研修の対象メニューとして、当研究科で開講する授業科目は、次の２科目となります。

前

知的財産契約特論

矢作 嘉章教授、山﨑 寿郎 客員教授

期

開

講

オープンイノベーションの時代において、共同研究成果の活用が鍵となり
ます。契約知識の欠如のために後れを取らないよう、契約の基礎から応用
知識をライセンスのベテランから学修できます。

（前期）

木

６時限（18:40～20:10）

うめきたﾅﾚｯｼﾞｾﾝﾀｰ

第1回

4/7

知的財産契約特論 1【企業経営と知的財産契約】

第2回

4/14

知的財産契約特論 2【知的財産契約の概要】

第3回

4/21

知的財産契約特論 3【特許ライセンス契約－標準形とその応用】

第4回

4/28

知的財産契約特論 4【特許ライセンス契約－実務（1）契約主要条項、実施料】

第5回

5/12

知的財産契約特論 5【特許ライセンス契約－実務（2）一般条項】

第6回

5/19

知的財産契約特論 6【ノウハウライセンス契約、機密保持契約】

第7回

5/26

知的財産契約特論 7【知的財産に関するライセンス契約（発表・討論）
】

第8回

6/2

知的財産契約特論 8【包括クロスライセンス契約、特許譲渡契約、特許プール、技術標準にかかわる特許ライセンス契約】

第9回

6/9

知的財産契約特論 9【他社知財からの防衛－実務(3) 他社特許、NPE からの権利行使への対処】

第 10 回

6/16

知的財産契約特論 10【自社特許の活用－実務(4) 実施料獲得、技術独占、知財譲渡対価獲得】

第 11 回

6/23

知的財産契約特論 11【意匠、商標、ソフトウェア、著作権のライセンス契約】

第 12 回

6/30

知的財産契約特論 12【各種技術関連契約

第 13 回

7/7

知的財産契約特論 13【交渉 2－実務(6) [交渉]交渉方針見直し、第二回ライセンス交渉、契約基本条件合意】

第 14 回

7/14

知的財産契約特論 14【交渉 3－実務(7) [成約]契約書案提示（発表・討論）調印、実施料支払、契約管理】

第 15 回

7/21

知的財産契約特論 15【知的財産契約の留意点の総括】

交渉１－実務(5) [準備]特許・事業の分析、交渉方針検討、第一回ライセンス交渉】
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後

知的財産国際契約特論

矢作 嘉章 教授、山﨑 寿郎 客員教授

期

開

講

欧州企業との特許ライセンス、中国企業との NDA・ノウハウライセンス、
技術標準のパテントプールとクロスライセンス、これら国際ビジネス必須
の知識と実務を国際ライセンスのベテランから学修できます。

（後期）

木

６時限（18:40～20:10）

うめきたﾅﾚｯｼﾞｾﾝﾀｰ

第1回

9/15

知的財産国際契約特論 1【企業のグローバル活動と知的財産国際契約】

第2回

9/22

知的財産国際契約特論 2【事業に応じた知的財産国際契約】

第3回

9/29

知的財産国際契約特論 3【知的財産国際ライセンス契約の概要(1)–英米法-】

第4回

10/6

知的財産国際契約特論 4【知的財産国際ライセンス契約の概要(2)ライセンス法規制】

第5回

10/13

知的財産国際契約特論 5【国際ライセンス契約の実務(1)】

第6回

10/27

知的財産国際契約特論 6【国際ライセンス契約の実務(2)】

第7回

11/10

知的財産国際契約特論 7 国際ライセンス契約の実務(3)】

第8回

11/17

知的財産国際契約特論 8【第１回発表・討論

第9回

11/24

知的財産国際契約特論 9【知財ライセンス戦略の事例研究(2)】

第 10 回

12/1

知的財産国際契約特論 10【国際ライセンス契約の実務(4)】

第 11 回

12/8

知的財産国際契約特論 11【知的財産国際契約の実務契約交渉から締結、履行までの管理】

第 12 回

12/15

知的財産国際契約特論 12【国際クロスライセンス契約の実際(1)】

第 13 回

12/22

知的財産国際契約特論 13【国際クロスライセンス契約の実際(2)】

第 14 回

1/12

知的財産国際契約特 14【第 2 回発表・討論(1)知的財産国際契約の作成・批評、発表と討論】

第 15 回

1/19

知的財産国際契約特論 15【全体の振り返り】

知財ライセンス戦略の事例研究(1)】

研修受講証明書の発行について
・本学では対象科目の各回授業を継続研修として申請しております。
「研修受講証明書」は 1 ヶ月分を
まとめて発行（翌月の 10 日を目処に郵送）します。
・なお、次の場合は「研修受講証明書」を発行できないため、継続研修としての単位は認められない
こととなります。

15 分以上の遅刻をした場合。公共交通機関等の遅延等の自己の行為に起因
しない理由であっても受講したものとは認められません。
中座・早退した場合。

認定外部機関の研修を受講された場合、当該研修を継続研修の単位として
申請されるには、研修受講後、3 ヶ月以内に所定の手続きが必要です。
詳細は日本弁理士会研修課にお問い合わせください。
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継続研修制度における単位数について
継続研修においては「1 時間＝1 単位」とし 30 分未満は切り捨て、30 分以上 1 時間未満の場合は「0.5
単位」とし、実時間で計算します。これにならうと、当研究科では 1 科目につき半期 15 回の授業を実
施しますので、対象科目を１科目受講した場合に認められる単位数は、最大で次のとおりです。

[全ての授業（15 回）を受講した場合]

90 分授業（1.5 単位）×15 回 ＝

２２．５単位

なお、当研究科では対象科目の各回授業を継続研修として申請しており、1 科目につき 15 の研修を
受講することができます。各回の授業ごとに当研究科が発行する「研修受講証明書」をもって日本弁
理士会へ所定の手続きを行うことにより、
「継続研修」としての単位が認められますので、仕事の都合
により受講できない回があっても、全てがムダになることはありません。
（科目により 15 回の授業とは別に試験を実施する場合がありますが、試験を受講された時間は継続
研修の単位数には加算いたしません。）

本学での成績評価と単位認定について
・本学では、授業科目ごとに設定された評価方法等に則り、
「合格」の成績評価を受けた場合に研究科
の「科目等履修」としての所定の単位を付与します。
・本学が評価した成績が不合格であっても、
「受講」されたことに対し先の証明書を発行いたしますの
で、本学での単位認定は、継続研修としての単位認定と切り離してお考えください。

その他注意事項について
・本学では対象科目の各回授業を継続研修として申請しておりますが、科目等履修料を授業各回で按
分することはできません。
・同様に、授業の特定回のみ科目等履修生として受け入れることはできません。
・継続研修目的の受講であっても、本学においては「科目等履修生」として受講手続いただきますの
で、本学の学則ならびに諸規則を遵守ください。

以上
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問い合わせ先
大阪工業大学 知的財産研究科事務室
T e l：06-6954-4163
F a x：06-6954-4164
E-Mail：chizai@ofc.oit.ac.jp

