
 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

大阪工業大学（大阪市旭区、学長：西村泰志）専門職大学院知的財産研究科は、最先端の技術開発と

並び、産業発展の一翼を担う「知的財産」について、広く一般の方に理解を深める機会の提供を目的に、

4 月 25 日～7 月 27 日の間、授業を公開します。 

本研究科では、難関国家資格である弁理士をはじめ、企業の知的財産部門管理職者、知的財産活用プ

ロデューサーなど、産業界が求める実務家の養成に取り組んでいます。指導する教授陣は、官公庁や産

業界の第一線で活躍した知的財産実務のエキスパートです。授業は専門性の高い内容を、知的財産を学

ぶ上で必要となる基礎力を養いながら学修できますので、企業の法務部門や特許・法律事務所などで知

的財産実務を担当されている方だけでなく、知的財産に興味をお持ちの社会人、大学生の方にも聴講い

ただけます。 

つきましては、次のとおり開催概要をお知らせしますので、事前告知や取材の機会がありましたら取

り上げてくださいますようよろしくお願いします。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

■ 専門職大学院知的財産研究科前期授業公開の概要  ■ 

１．期 間：２０１６年４月２５日～７月２７日 

２．場 所：【月曜日～金曜日】大阪工業大学うめきたナレッジセンター 

（グランフロント大阪ナレッジキャピタル タワーＣ・９階 <大阪市北区大深町>） 

【土曜日】大阪工業大学大宮キャンパス 

（１号館９階大学院講義室ほか<大阪市旭区大宮５-１６-１>） 

３． 公開科目：「IT知的財産持論」「知的財産評価持論」など２２科目。詳細は別紙のとおり。 

４． そ の 他：聴講無料。１科目につき定員１０人（先着順）。聴講希望日の１週間前までに 

①聴講希望日・授業科目（お１人様２科目まで） ②所属、氏名、年齢 ③連絡先  

④授業公開を知ったきっかけ を明記の上、メールでお申し込みください。 

【申込先】大学院知的財産研究科事務室  OIT.Pbu@josho.ac.jp 

【添付資料】２枚（大阪工業大学専門職大学院知的財産研究科 前期公開科目一覧） 

      ＜送信枚数：本紙含む 3枚＞  

■参加のお申し込み・内容に関するお問い合わせ 

大阪工業大学専門職大学院知的財産研究科事務室 （担当：脇坂、多田） TEL.06-6954-4163 

〒535-8585 大阪市旭区大宮 5-16-1 

取材のお申し込み・本件発信部署：学校法人常翔学園広報室 （担当：松下、上田） 

                          TEL.06-6167-6208 携帯.090-3038-9887 

 

これからの産業界が求める“知財”実務  

知的財産研究科の前期授業を一般公開 

【４月２５日～７月２７日、平日夜間・土曜開講の２２科目】 

報道機関 行政機関広報担当各位 

201６年 4 月１９日配信 No.３ ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ 

2017年４月、梅田キャンパス開設予定 



 

公開科目一覧（前期 月～木） 

期 曜日 開講時間 科目名（科目概要） 担当教員 

前 

期 

月 

18:40 

| 

20:10 

特許法・実用新案法要論Ⅱ  
（特許庁出身の専門家が、審査終了後の事項に関する特許法の規
定について体系的に解説します。特許法を基礎から理解するのに最
適です。） 

小林昭寛 

（知的財産研究科長・教授） 

20:20 

| 

21:50 

リサーチリテラシー （前半） 
(講義用レポート作成や研究論文に必要な研究の基礎知識及び作成
要領について、法学・経済学・経営学の３つの分野を対象に解説しま
す。) 

三浦 武範 

（知的財産研究科准教授） 

火 

18:40 

| 

20:10 

民法要論Ⅰ 
（実体法の基礎となる「民法」は、知的財産諸法の一般的ルールとし
ても重要な科目です。民法の構造を学ぶ中で、法の適用や解釈、判
例の位置づけを学習します。本科目では、民法総則および契約法を

中心に学びます。） 

高田 恭子 

（知的財産学部准教授） 

18:40 

| 

20:10 

現代知的財産制度特論  

(コンテンツビジネス、バイオテクノロジー、製薬と特許、ブランド、知

財制度の国際的枠組みなど、企業を取り巻く知的財産のしくみの環
境変化と、その課題を第一線の専門家と共に学修できます。) 

矢作 嘉章 

（知的財産研究科教授） 

内藤 浩樹 

（知的財産研究科教授） 

20:20 

| 

21:50 

知的財産訴訟特論  
（知的財産権の活用は企業の発展の鍵です。単なる法律知識だけで

なく、現実の知財渉外交渉に必要な実務上の知識と能力を現役の実
務家から学修できます。） 

冨宅 恵 
（客員教授・弁護士） 

田中 崇公 
（客員教授・弁護士） 

水 

18:40 

| 

20:10 

知的財産経営戦略特論  

(企業競争力の強化に向けて、知的財産を経営に活かすための秘訣
を、グローバル企業の元責任者から学修できます。) 

内藤 浩樹 

（知的財産研究科教授） 

18:40 

| 

20:10 

知的財産評価特論  
(企業の知財戦略に、自他知財ポートフォリオの分析は不可欠です。

知財の適正な評価により、企業活動の実践に応用するための知識と
手法を系統的に学修できます。) 

林 茂樹 

（知的財産学部長・教授） 

20:20 

| 

21:50 

アジア知的財産法特論  （前半） 
※開講期間：4月 6日～6月 1日 

（知的財産の保護と活用のため、国際条約や多国間条約を踏まえつ
つ、世界市場として注目されるアジア・新興国における知的財産法制
度を学び、グローバルな視野と考え方を修得できます。） 

村川 一雄 

（知的財産研究科教授） 

20:20 

| 

21:50 

米国特許法特論  （後半） 
※開講期間：6月 15日～8月 3日 
(米国の特許法の主要な規定と運用について学びます。短期間で米
国特許法を体系的に学ぶのに最適です。) 

杉浦 淳 

（知的財産研究科教授） 

20:20 

| 

21:50 

知的財産関連条約要論  
（知的財産に関する国際条約の基本となるパリ条約と TRIPS 協定を

学修し、グローバルな知的財産活動を支える知識を獲得します。） 

松井 章浩 

（知的財産研究科准教授） 

木 

18:40 

| 

20:10 

知的財産契約特論  
(企業収益の向上には、知的財産の活用であるライセンスは不可欠
であり、契約は企業の事業・技術・知財の戦略書でもあります。特許

実施許諾、共同研究など知的財産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。) 

矢作 嘉章 

（知的財産研究科教授） 
山﨑 寿郎 

（知的財産研究科客員教授） 

20:20 

| 

21:50 

特許法・実用新案法要論Ⅰ  

（特許庁出身の専門家が、特許権発生までの事項に関する特許法

の規定について体系的に解説します。特許法を基礎から理解するの
に最適です。） 

杉浦 淳 

（知的財産研究科教授） 

20:20 

| 

21:50 

民事訴訟法要論Ⅰ 
(民事訴訟の判決手続の基本構造、原則を学びます。原告と被告は

どのような主張、立証をすべきか、裁判所は、当事者の権利主張、主
張事実、証拠をどのように取り扱うのか、についての基本原則（処分
権主義、弁論主義、証明責任）を中心に、具体的事案に沿って学習

します。これらの学習を通じて、民事訴訟の基本だけでなく、実体法
の使い方を習得することができます。) 

水野 五郎 

（知的財産学部教授） 



 

公開科目一覧（前期 金～土） 

期 曜日 開講時間 科目名（科目概要） 担当教員 

前 

期 

金 

18:40 

| 

20:10 

特許権取得実務Ⅱ 
(実際の審査・審判・訴訟事件から精選された理解し易い事例に基づ
く演習方式の授業です。新規性・進歩性などの特許要件や記載要件
などの実際の適用手法を、特許庁出身の専門家から学びます。) 

小林 昭寛 

（知的財産研究科長・教授） 

20:20 

| 

21:50 

電気電子要論Ⅰ 
(電気・電子回路や半導体素子、情報理論、論理回路などの要素技
術を座学と演習を通して理解することで、知財人材として必要不可欠

な基礎知識を得ることができます。) 

村川 一雄 

（知的財産研究科教授） 

20:20 

| 

21:50 

応用化学・生命工学要論Ⅰ 
(有機化学およびバイオ関係、特には医薬関連の特許請求の範囲・

明細書を読み書きできるようになる事を目的とし、有機化学、抗体お
よび再生医療に関する基礎的な科学知識を習得します。) 

箱田 聖二 

（知的財産研究科教授） 

土 

9:20 

| 

10:50 

著作権法要論  

(著作権法制・行政に携わったベテランが、初学者にも理解しやすい

よう基礎から体系的に著作権法を解説します。) 

髙橋 寛 

（知的財産研究科教授） 

11:00 

| 

12:30 

意匠法要論  

(意匠法の体系を企業知財経験者が明快に解説します。意匠の実務

に必須です。) 

大塚 理彦 

（知的財産研究科教授） 

11:00 

| 

12:30 

医薬特許特論  

(iPS 細胞等の話題が多い今後の医薬・ライフサイエンス分野におい
て、必要な特許戦略と特許実務を修得できます。) 

箱田 聖二 

（知的財産研究科教授） 

15:00 

| 

16:30 

機械技術要論Ⅰ 
（機械や装置に関する基礎的知識を環境・エネルギー分野の特許文
献を題材にして修学し、実際の製品と特許との結びつきを理解するこ
とをめざします。） 

西岡 泉 

（知的財産研究科教授） 

16:40 

| 

18:10 

商標法要論  
(商標法の体系を企業知財経験者が明快に解説します。商標の実務

に必須です。) 

大塚 理彦 

（知的財産研究科教授） 

16:40 

| 

18:10 

IT 知的財産特論  

(現代社会においてますます重要性が高まる情報技術（IT）の発展過
程と、IT関連企業の知的財産戦略を実証的に学修できます。) 

平松 幸男 

（知的財産研究科教授） 

 

 

 


