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序 章 

 

１．知的財産人材専門育成の社会的要請 

我が国産業の国際競争力を強化し、21 世紀において安定し、持続した成長を目指して行

くためには、知的財産の創造、保護、活用が極めて重要な基軸となる。国はこのために 2002

年秋に知的財産基本法（平成 14 年法律第 122 号）を成立させ、知的財産の創造、保護、活

用を推進するための国、地方公共団体、大学等および事業者の責務を明らかにしたところ

である。 

 この知的財産基本法において、大学は国と協力しつつ、知的財産に関する専門的知識を

有する人材の確保、養成及び資質の向上に貢献することが求められているところである。      

すなわちその第 22 条において、「国は、知的財産の創造、保護及び活用を促進するため、

大学及び事業者と緊密な連携協力を図りながら、知的財産に関する専門的知識を有する人

材の確保、養成及び資質の向上に必要な施策を講ずるものとする」としている。 

 大阪工業大学（以下「本学」という）はこのような社会的要請を受けて、2003 年 4 月に

知的財産分野におけるパラリーガル人材の育成を主たる目的とした知的財産学部を開設し、

今年 10 周年を迎えるに至った。さらには 2005 年 4 月に知的財産の高度専門人材の育成を

主たる目的とした知的財産専門職大学院を開設し、今日に至っている。 

 

２．知的財産分野における高度専門人材に求められるもの 

 産業社会においては、専門人材は知的財産を活用するために境界領域的な専門知識体系

を修学しておくことが本来的に求められる。すなわち特許を例にとれば、技術開発の成果

を法律によって保護し、保護された権利を経済社会において活用していくところから、技

術と経済そして法律の各専門領域に関わりつつ、その境界分野においてその独自の知識体

系を形成している。 

 このため知的財産分野全般における高度専門人材は、科学技術に関する一定の知識を有

し、知的財産保護に関わる法律体系を充分に理解し、その上で知的財産を産業社会に活用

するために必要な経済、経営に関わる知識体系を修学しておくことが求められる。しかも

知的財産の本来的性格からして、国際的な保護と活用が求められているため、こうした法

体系及び経済、経営について国際的視点からの理解が求められるところである。 

 

３．本学知的財産専門職大学院の特徴とするもの 

 我が国産業社会の要請および知的財産専門人材の求めるべき資質を考慮したうえで、本

学知的財産専門職大学院はそれらの要請に的確に答え、有為な知的財産高度専門人材を育

成するために、次のような特徴ある大学院教育を推進してきたところである。 

 第一には、知的財産に関する経験豊富な実務家を大学院教育に参加することを求め、教

育内容についても、現実の産業社会において発生している問題を理解し、それを解決する
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ことができる専門人材の育成に注力してきた点にある。またその具体的教育・研究手法と

して多くの授業における討論型の方法（ケースメソッド方式）の導入や、大学院 2 年次で

の特別研究（ゼミ形式）による研究成果の討論を実施することにより、知的財産に関する

問題解決能力の育成に努めてきたところである。 

 第二には、知的財産の保護と活用には境界領域的専門知識が求められ、しかもそれは産

業社会の場において初めて問題を理解できるところから、知的財産の大学院教育に関して

の「産官学連携」が極めて重要であると認識し、これを推進してきたところである。すな

わち特許庁、工業所有権情報・研修館（INPIT）、近畿経済産業局、また大阪商工会議所、

大阪府工業協会等と緊密に連絡し、具体的プロジェクトを推進してきた。その連携の成果

は、大阪商工会議所と協力して推進した「創薬シーズ流通市場を通した実践的知財教育」

が 2006 年度、2007 年度文部科学省の法科大学院等専門職大学院教育推進プログラムに採択

され、2008 年度、2009 年度には近畿経済産業局と協力して推進した「大阪の小企業現場で

創る知的財産実務モデル」が専門職大学院における高度専門職業人養成教育推進プログラ

ムに採択されたところである。また、近畿経済産業局・特許室主催する地域企業の知財担

当者の啓蒙を目的とする「近畿知財塾」へ実務家教員がコーディネーターとして参加し、

本学学生もオブザ－バー参加している。さらに大阪府工業協会と本学の共催による月例会

方式の「知的財産研究会」の運営と学生参加など、具体的な連携事業を鋭意実施している。 

 第三には、知的財産の国際的枠組みについてこれを集中的に理解する機会を設け、交流

できる機会も設けてきた。すなわち、ワシントン大学ロースクール教授の竹中俊子客員教

授をコーディネーターとして毎年国際シンポジウムを開催、あるいは学生向け夏期集中講

義として国内外の知的財産専門家を招聘して英語による授業を行い、海外協定校(台湾)か

ら多くの学生を参加させる機会を設けてきた。また、本学大学院院生から優秀な学生を選

抜し、米国ワシントン大学ロースクールの夏期知的財産集中コースに参加させる機会をは

じめ、台湾の提携校への学生派遣、海外インターンシップへの学生派遣、中南米からの国

際協力機構（JICA）研修員の長期受け入れと、その指導にリサーチアシスタントとしての

学生参加等、さまざまな国際交流の機会を開発し、グローバル化する社会における人材育

成にも取り組んできたところである。 

以上の通り、本学知的財産専門職大学院は時代の要請に応え、知的財産高度専門人材の

育成の推進に努めてきたところである。今後とも高い理念と意欲、気概をもって社会の要

請に応えていく所存である。 

 

 ４．認証評価の受審 

 本学知的財産専門職大学院は、2005年4月開設後、学校教育法第109条第3項に規定する認

証評価を受けるべく、2008年度（平成20年度）に外部認証評価委員会による認証評価を受

審した結果、設定されている評価基準及び基本的な観点の項目と照合しつつ、協議・検討

を続けたところ、すべての項目について大阪工業大学は専門職大学院としての評価基準を
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充足しているものと評価された。それから5年を経過する時期となり、今回大学基準協会に

平成25年度の知的財産専門職大学院認証評価に申請を行うこととなった。この機会を通じ

て本大学院の姿を客観的に点検・評価し、更なる改善に繋げて行くことで、本大学院の発

展に繋げて行きたいと考えている。 

 

 



（本 章） 

１．使命・目的 

 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ

目的の 

適切性 

1-1 固有の目的は、知的財産基本法の趣旨を踏まえ、かつ、

専門職学位課程の目的に適ったものであるか。 

（「専門職」第２条第１項） 

◎  

 

［現状の説明］ 

 知的財産基本法第 7条においては、｢大学等はその活動が社会全体における知的財産の創

造に資するものであることに鑑み、人材の育成並びに研究及びその成果の普及に自主的か

つ積極的に努めるものとする｣とあり、また、同 22 条においては、「国は、知的財産の創造、

保護及び活用を促進するため、大学は国と協力しつつ、知的財産に関する専門的知識を有

する人材の確保、養成及び資質の向上に必要な施策を講ずるものとする」と定められてい

る。また、専門職大学院設置基準（平成 15 年 3 月 31 日文部科学省令第 16 号）第 2条 1項

において、「専門職学位課程は、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び

卓越した能力を培うことを目的とする」と定められている。 

大阪工業大学（以下「本学」という）はこうした社会的要請を受けて、2003 年 4 月に知

的財産学部を開設し、さらには 2005 年 4 月に知的財産の高度専門人材の育成を主たる目的

とした知的財産専門職大学院（知的財産研究科 専門職学位課程）を開設し、今日に至っ

ている。 

本学知的財産専門職大学院は、このような法の趣旨および専門職学位課程の目的を踏ま

え、かかる固有の目的を本学大学院学則に次のとおり定めている。①専門職大学院の目的

として、大阪工業大学大学院学則第 1 条 2 項に「専門職大学院は、学術の理論およびその

応用に教授研究し、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識および卓越した

能力を培うことを目的とする」と定めており、②研究科および教育研究上の目的として、

同学則第 3 条 4 項に「知的財研究科は、専門職課程として知的財産の保護と活用のために

優れた意識と高度の知識・技能を備えた高度な専門的職業人を養成しようとするものであ

る」と定めている。以上のとおり、本学知的財産専門職大学院の固有の目的は知的財産基

本法の趣旨を踏まえ、かつ、専門職学位課程の目的に適ったものである。 

【根拠・参考資料】 

・資料 1-1：2012 年度専門職大学院便覧 

（P.42 以降 大阪工業大学大学院学則） 

・資料：大阪工業大学ホームページ 大阪工業大学大学院学則掲載欄 

（http://www.oit.ac.jp/japanese/oit/rule_gradoit.html） 
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レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ

目的の周知 
1-2 固有の目的は、学則等に定められているか。 

（「大学院」第１条の２） 
◎ 

 

 

［現状の説明］ 

大学院設置基準（昭和 49 年文部省令第 28 号）第 1 条の 2 に規定する「大学院は、研究

科または専攻ごとに、人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を学則等に定め

るものとする」に基づき、その固有の目的は、大阪工業大学大学院学則第 1 条 2 項におい

て、「専門職大学院は、学術の理論およびその応用に教授研究し、高度の専門性が求められ

る職業を担うための深い学識および卓越した能力を培うことを目的とする」と定めている

とともに、同学則第 3 条 4 項において「知的財産研究科は、専門職課程として知的財産の

保護と活用のために優れた意識と高度の知識・技能を備えた高度な専門的職業人を養成し

ようとするものである」と定めており、教育研究上の目的も明確に定めている。 

以上のとおり、本学知的財産専門職大学院の固有の目的は学則に定めている。 

 

【根拠・参考資料】 

・資料 1-1：2012 年度専門職大学院便覧 

（P.42 以降 大阪工業大学大学院学則） 

・資料：大阪工業大学ホームページ 大阪工業大学大学院学則掲載欄 

（http://www.oit.ac.jp/japanese/oit/rule_gradoit.html） 

 

 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ

目的の周知 

1-3 固有の目的は、ホームページや大学案内等を通じ、社会

一般に広く明らかにされているか。 

（「学教法施規」第 172 条の２） 

◎ 

 

 

［現状の説明］ 

本学知的財産専門職大学院固有の目的は、評価の視点 1－1、1－2に対する説明で述べた

ように、大阪工業大学大学大学院学則第 1条第 2項、同学則第 3条 4項に規定している。 

この学則は、本学のホームページに掲載しており、また、知的財産実務の専門家を養成

する旨は、本学が刊行する大学院パンフレット、大学案内等の公開案内資料においてその

詳細を、社会に広く公表している。 

以上のとおり、本学知的財産専門職大学院においては、固有の目的は、ホームページや
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大学院パンフレット等を通じ、社会一般に広く明らかにしている。 

【根拠・参考資料】 

・資料：大阪工業大学ホームページ 大阪工業大学大学院学則掲載欄 

（http://www.oit.ac.jp/japanese/oit/rule_gradoit.html） 

・資料 1-2：2013 年度知的財産専門職大学院パンフレット 

・資料 1-3：2013 年度大阪工業大学案内 

・資料 1-4：2013 年度大学院学生募集要項 

 

 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ

目的の周知 
1-4 固有の目的は、教職員、学生等の学内の構成員に周知さ

れているか。 
○ 

 

 

［現状の説明］ 

学内構成員に向けては、評価の視点 1－3で述べた方法のほか、教職員、院生等に配布す

る専門職大学院便覧に掲載し、周知している。また、入学試験合格者履修説明会、新入生

ガイダンス時および履修ガイダンス時にも教職員、学生等に周知している。 

 本学知的財産専門職大学院では、これらを通じて教職員および院生等の学内構成員に周

知している。 

 

【根拠・参考資料】 

・資料：大阪工業大学ホームページ 大阪工業大学大学院学則掲載欄 

（http://www.oit.ac.jp/japanese/oit/rule_gradoit.html） 

・資料 1-1：2012 年度専門職大学院便覧 

（P.42 以降 大阪工業大学大学院学則） 

・資料 1-2：2013 年度知的財産専門職大学院パンフレット 

・資料 1-3：2013 年度大阪工業大学案内 

・資料 1-4：2013 年度大学院学生募集要項 

・資料 1-5：2012 年度大学院知的財産研究科入学試験合格者履修説明会資料 

・資料 1-6：2012 年度大阪工業大学専門職大学院新入生ガインダンス資料 

・資料 1-7：2012 年度大阪工業大学専門職大学院在学生履修ガインダンス資料 
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レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ

アクション・ 

プランの 

策定 

1-5 固有の目的を実現するためのアクション・プランは策定

されているか。 
 ○

［現状の説明］ 

 本学知的財産専門職大学院においては、その固有の目的（「知的財産研究科は、専門職課

程として知的財産の保護と活用のために優れた意識と高度の知識・技能を備えた高度な専

門的職業人を養成しようとするものである。」）を実現するためのアクション・プランが策

定されている。具体的には、以下が挙げられる。 

 

1.年度初めにおいて研究科長が理事長方針および学長方針に基づき「知的財産専門職大学

院－今後の運営方針－」を策定 

2.院生の将来志望に応じたコース別履修 

3.履修モデルの提示と履修ガイダンス 

4.1 年次前期の履修指導教員による指導 

5.1 年次後期から 2年次におけるゼミ担当教員による指導 

6.教員並びに職員による企画、教務、就職・学生、研究・国際交流委員会等による大学院

運営の定常的検討 

 

 1.の「知的財産専門職大学院－今後の運営方針－」は、4月に開催する第 1回目の合同連

絡会議（知的財産学部・大学院知的財産研究科所属全教員が出席）で所属教職員に周知し

ている。2012 年度の方針要旨は、つぎのとおりであった。 

 

（１）環境：競争激化 

  他大学等との大学院間競争の激化の中で、アジアからの留学生確保など共通利害にか

かる部分については協調、協力することも必要であり、知的財産系大学院連絡協議会に

よる連合講座等に積極的に関わっていく。 

（２）入学 

2012 年度入学生が定員割れとなったこと、さらに社会人院生の減少など、危機感を強

めねばならず、入学生確保施策の検討が必要なため、今後その対策として広報活動の拡

充と周知向上を図る。 

（３）修学 

    将来の目標を明確にした修学を促すため、設置する２コース、①「知的財産法専門家

コース」、②「知的財産管理専門家コース」の意義を履修指導において周知し、個々の院

生に特化した指導を継続・充実し、フォローする。 
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   ①知的財産法専門家コース  修学水準の向上を図るため知的財産法修学確認試験で

一定以上の成績確保、修了後の継続講義聴講指導など。 

  ②知的財産管理専門家コース 明細書作成能力向上のため、「特許法・実用新案法実務

特論Ⅰ・Ⅱ」の新設、ならびにインターンシップの必

須化、台湾協定校での国際交流体験によるコミュニケ

ーション力、語学力アップなど。 

（４）弁理士試験 

  弁理士 1 次短答式試験の一部科目免除者の合格率向上と 2 次試験合格率向上のための

修学指導強化。 

（５）カリキュラムの見直し 

  必修科目の履修方法変更、新規科目の増設など、ニ－ズに合わせ、変化に対応してカ

リキュラムの検証を行い、必要な措置を講じる。  

（６）知的財産法修学確認試験 

  弁理士試験受験予定大学院生には、知的財産法の修学水準確認試験（年 2 回実施）を

受験させ、修学状況を定点観測する。 

（７）就職支援 

  インターンシップ（国内・外）、産学連携、国際交流、企業懇談会、企業研究会などの

場を院生に提供。   

（８）国際交流 

  米国ワシントン大学夏期特許集中講座派遣、台湾協定大学への派遣と学生交流、国際

協力機構（JICA）研修員との交流、神田外大連携英語講座等を通じ、グローバル人材の

養成を行う。 

（９）日本知財学会の開催 

  12月8日(土)・9日(日)に本学キャンパスで開催される第10回日本知財学会において、

開催校として全国的に本学知財教育をアピールする絶好の機会として成功させること。 

(１０)専門職大学院認証評価 

  2013 年度の大学院認証評価に向け準備作業を行う検討チームを立ち上げ、対応に遺漏

なきようにする。 

 

 2.「院生の将来志望に応じたコース別履修」については、育成する具体的人物像を「知

的財産法専門家コース」と「知的財産管理専門家コース」に大別し、院生の入学の際に提

示している。 

次いで、3．院生の志望に応じて③履修モデルの提示と履修ガイダンスを入学前後での個

別指導により実施し、院生それぞれに好適な履修モデルの作成を行っている。そのうえで、

4.「1年次前期の履修指導教員による指導」として、大学院に進学する院生一人ひとりに対

して、指導教員を任命し、当該教員が院生と個人別に面談をしつつ、きめ細かく履修指導
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を実践している。更に、教育課程の進行とともにより適切な指導を行うために、5.「1年次

後期から 2 年次におけるゼミ担当教員による指導」では、ゼミ担当教員（一人の教員が院

生 2、3 名から 4、5 名程度担当）を定め、院生の修学、研究、進路等のきめ細かい指導を

行っている。 

教員による実践の評価、見直し、改善のために、6.教員並びに職員による企画、教務、

就職・学生、研究・国際交流委員会等により、機能別に具体的な大学院運営の活動を継続

してチェックし、改善につなげる定常的活動をも実施して、かかるアクション・プランの

いわゆる PDCA を行っている。（詳細は、実地調査の際に説明） 

  

【根拠・参考資料】 

・資料：大阪工業大学ホームページ 履修モデル掲載欄 

（http://www.oit.ac.jp/ip/graduate/curriculum/curriculum.html） 

・資料 1-2：2013 年度知的財産専門職大学院パンフレット （P.7,8 履修モデル） 

・資料 1-8：「知的財産専門職大学院－今後の運営方針－」 

 

 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ

特色ある 

取組み 

1-6 固有の目的について、特色として強調している点はある

か。また、その具体的な内容とは何か。 

 
○

 

［現状の説明］ 

 本学知的財産専門職大学院の固有の目的について、特色として強調したい点は、この目

的を実現するための要となるべき「教員」と「教育内容」の充実、そして知的財産実務の

専門家を志し、入学する者への「支援体制」が挙げられる。なぜなら、これらが充実して

いるからこそ、固有の目的について自信を持って社会に発信することができるのである。 

 具体的には下記のとおりである。 

 

（経験豊富な実務家教員の確保） 

 知的財産行政にかかわる特許庁、経済産業省、文部科学省において長年特許等の審査・審

判実務に従事した専門家、また、独占禁止法にかかる行政を担当した専門家、各業界を代表

する民間企業において知的財産部門の第一線で活躍した実務専門家、および知的財産実務を

取扱う弁護士・弁理士等を教員として迎えている。 

 

 

 

 - 9 - 

http://www.oit.ac.jp/ip/graduate/curriculum/curriculum.html


（知的財産実務家としての素養を身に付ける教育） 

 知的財産のフィールドは広範な分野・領域にわたる。このため本学知的財産専門職大学院

は、知的財産の基礎から応用、さらには関連領域までを広くカバーした教育課程となってお

り、上述の充実した教授陣から、知的財産分野における専門家に求められる能力を総合的、

体系的、実践的に学ぶことができる。また、グローバル人材育成に資する正課内外の教育も

充実している。以下に例を挙げる。 

・実務貢献型インターンシップ 

 科目「インターンシップ」を設け、希望する院生全員を実際に企業、特許・法律事務所

等に所定期間派遣し、知的財産業務に携わる実務経験を得させている。院生の知的財産実

務能力を発揮するとともに、学んだ専門知識を実社会で試す機会を得て就職後のキャリア

プランを立てる上で役立つ情報を得ることができ、就職に結びつく例も出ている。また派

遣期間（延べ 15 日以上）中は、派遣院生に対して大学の SNS を利用して日誌を指導教員に

提出させ、指導教員は院生の研修概要を把握し、また相談にも応じる体制を敷いている。

この日誌は、企業秘密に触れない範囲で研修内容（研修した業務、手順、内容）、学んだこ

と、気づいた点、明日の予定等を派遣院生が記載し、派遣先の確認を得たうえで教員に提

出させるものである。当該科目の評価には派遣先の評価を基に総合評価をしている。 

 このインターンシップを実務貢献型として実効あるものにするために、準備学習として

「知的財産専門実務特論」の授業を設け、インターンシップにおいて必要となる知的財産

の基礎知識はもちろん、特許情報検索のスキル、電気、機械、化学など主要技術分野の特

許明細書の読解、特許庁との権利化手続などを学び、派遣先にも貢献できるようにインタ

ーンシップを実施し、派遣先からも評価されている。2012 年度からは海外知財インターン

シップも実施している。  

・国際交流・教育によるグローバル人材育成支援 

 2008 年度より毎年 2 名の院生を米国ワシントン大学ロースクール先端知的財産研究セン

ター(CASRIP: The Center for Advanced Research and Study on Intellectual Property, 

University of Washington）の夏期集中講座プログラムに派遣（大学が全額負担）してい

る。派遣院生は、帰国後の報告会において、他の院生、教員等に報告し、良い刺激を与え

ている。 

 また、2006 年度以降今日まで台湾の 5 大学（国立雲林科技大学、国立虎雄大学、国立高

雄第一科技大学、国立台北科技大学、私立世新大学、以下「台湾の提携大学」という）と

知的財産分野をはじめとする学術交流協定を締結し、本学教員が先方の大学を訪問し出張

講義を行うほか、教員や院生による交流や相互訪問を実施してきている。2008 年度からは

提携大学の院生を本学の夏期集中講義（英語）に招くとともに、相互交流として本学院生

を台湾の提携大学に短期派遣し、先方での英語による授業、研修、セミナーに参加させ、

学生交流も行っている。これは、海外インターンシップとして取扱っている。2010 年度に

本学院生 8名、2011 年度に 8名、2012 年度に 5名を台湾の提携大学の集中講座、研修に参
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加させ、交流を深める機会を院生に提供している。 

 特に、上記の本学の夏期集中講義（2科目）は、欧米人を含む第一線で活躍中の講師によ

る英語による本格的な講義や討論の場としており、本学院生全員に受講を勧めて多数の院

生が受講している。これには、台湾の提携大学から毎年 30 名以上の院生が教員とともに来

学して受講しており、その対応に海外の大学ごとに世話する本学院生チームを編成し、院

生が共に修学し、また英語による発表を行っている。また、授業後の交流の機会により、

文化、法制、生活の違い等を知り、国際感覚を身につける機会となっている。  

 更に、本学が JICA 経由で招聘している海外研修員に対して院生がリサーチアシスタント

として支援し、英語力と国際感覚を身につけている。このように具体的に外国人と触れ合

い交流する機会を数多く設けることにより、本学院生のグローバル人材育成の一環となっ

ている。 

 

（多様な学生の修学を支える支援体制） 

 入学から修了まできめ細かく指導できる体制を整えていること。社会人学生への配慮（昼

夜開講制の採用、交通の便が良い大阪市北区梅田に本学教育施設を有しており、そこでの平

日夜間授業実施）、本学知的財産専門職大学院専用の図書館設置、自習学習環境の充実、資

格試験（弁理士試験、知的財産管理技能検定等）に挑戦しやすい環境と支援の充実などが挙

げられる。 

 

【根拠・参考資料】 

・資料 1-2：2013 年度知的財産専門職大学院パンフレット 

・資料：知的財産専門職大学院ホームページ 教員の欄 

（http://www.oit.ac.jp/ip/graduate/education/teachers.html） 

・資料：知的財産専門職大学院ホームページ 弁理士試験支援プロジェクト案内欄 

（http://www.oit.ac.jp/ip/graduate/carrer/benrishi.html） 

・資料：知的財産専門職大学院ホームページ インターンシップの欄 

（http://www.oit.ac.jp/ip/graduate/carrer/intern.html） 

・資料：知的財産専門職大学院ホームページ 国際交流・教育の欄 

（http://www.oit.ac.jp/ip/graduate/campus/international.html） 

・資料 1-9：実務英語修学用 Langage Learning Center のプログラム（シラバス） 
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〔点検・評価〕 

・長所 

（目的の適切性） 

本学知的財産専門職大学院の長所は、第一にその目的が適切な点である。知的財産基本

法の趣旨を踏まえ、専門職学位課程の目的に適っていることは、評価の視点 1－1で述べた

が、いわゆる高度知的財産専門職業人の養成は、本学の建学の精神である「世のため、人

のため、地域のために、理論に裏付けられた実践的技術を持ち、現場で活躍できる専門職

業人の育成」を具現化するものでもあり、我が国の発展のためには先進的な研究開発とと

もに技術資産を保護・活用する知財戦略が必要との認識の下、工科系大学に工学教育と連

動する形で知的財産専門職大学院を開設した所以である。そのために、本学知的財産専門

職大学院の教育課程の中に科学技術領域の科目を配置しているのみならず、同じキャンパ

ス内の工学部が配置する多種・多様な科目をも知的財産専門職大学院在籍の院生が自身の

志望やキャリアに合わせて適宜に聴講可能としている。技術の基本的知識をも備えた高度

知的財産専門職業人の養成に努めていることが、大きな長所として挙げられる。 

 

（研究科長のリーダーシップおよび組織的運営） 

第二にその目的を実現するうえで研究科長のリーダーシップとその下での組織的運営が

なされている点である。評価の視点 1－5で述べたが、研究科長は「今後の運営方針」とし

て、とかく抽象的になりがちな目的を、取り組むべき事項として具体的に明示し、さらに

学部教員を含む所属全教職員が出席する合同連絡会議においてこれを周知するとともに、

この方針に基づいて組織的な教学運営を実践するために知的財産学部・知的財産研究科を

横断して目的別に委員会（企画委員会、教務委員会、入試・広報委員会、就職・学生委員

会、研究・国際交流委員会）を設置して活動させている。 

 

〔将来への取り組み・まとめ〕 

 社会の変化とともに、本学知的財産専門職大学院進学者の背景、志望動機、将来のビジ

ョン、社会人のキャリア等は多様化しており、従来の文系、理系といった分け方は適せず、

院生個々の修学のニーズの掘り下げと、それに対応した知識や実務能力の修得のための指

導内容の深さと方法が求められるようになっている。 

本学知的財産専門職大学院では、多くの授業が院生のニーズにマッチした実務知識習得

のため、講義と討論を適切に組み合わせた方法で運営されていることが多く、加えて少人

数ゼミ（一教員が受け持つ院生の人数が 2、3 名から 4、5 名以内）により、少数精鋭主義

できめ細かい指導ができる体制にあることの強みをさらに今後とも活かしていく。このた

め、院生の志望の把握確認から、志望実現のための方策となる修学内容・方法を双方向で

十分に対話し、より最適となるような指導をして高度知的財産専門職業人の養成に努めて

いく。 
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２．教育の内容・方法・成果等 

 

２－（１）教育課程等 

レベル
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ

教育課程 

の編成 
2-1 学位授与方針は明文化され、学生に周知されているか。 ○ 

 

 

［現状の説明］ 

 本学大学院における学位授与方針は、「知的財産専門職大学院において、2年以上在学し、

論文の審査・合格を要件とした科目を含め所定の単位数を修得することを修了要件とし、

修了した者に対し、『知的財産修士(専門職）』の学位を授与する。各授業科目の単位認定は、

大学院学則に定める評価基準に則り、科目に応じた評価方法（シラバスに記載）により行

うほか、論文の審査・合格を要件とした科目においては、当大学院が定める所定の審査を

行い、単位を認定する。最終的な学位授与の認定は、上記の修了要件を満たした者に対し、

知的財産研究科委員会の議を経て、学長がこれを行う。」とあり、知的財産研究科専門職大

学院便覧および本学知的財産専門職大学院ホームページに掲載しているほか、履修ガイダ

ンスを通じて学生に周知している。また、具体的な学位の授与手続については、大阪工業

大学学位規定に定めている。 

 

【根拠・参考資料】 

大阪工業大学大学院学則 

・資料：大阪工業大学ホームページ 大阪工業大学大学院学則掲載欄 

（http://www.oit.ac.jp/japanese/oit/rule_gradoit.html） 

・資料 1-1：2012 年度専門職大学院便覧 

（P.42 以降 大阪工業大学大学院学則） 

大阪工業大学学位規定 

・資料 1-1：2012 年度専門職大学院便覧 

（P.45 以降 大阪工業大学学位規定） 

学位授与方針 

・資料：知的財産専門職大学院ホームページ 教育方針の欄 

（http://www.oit.ac.jp/ip/graduate/curriculum/policy.html） 

・資料 1-1：2012 年度専門職大学院便覧（P.8 専門職大学院の 3方針） 

・資料 1-2：2013 年度知的財産専門職大学院パンフレット（P.20 教育方針） 
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レベル
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ

教育課程 

の編成 

2-2 理論と実務の架橋教育である点に留意しつつ、固有の目的

に照らして教育課程の編成・実施方針を立て、固有の目的

を実現するためにふさわしい授業科目を開設し、次に掲げ

る事項を踏まえた体系的な編成になっているか。 

（「専門職」第６条） 

（１）教育課程が、知的財産マネジメントに必要な専門的

な知識、思考力、分析力、表現力等を修得させると

ともに、高い職業倫理観の涵養を図り、グローバル

な視野を持つ交渉力のある知的財産分野のプロフェ

ッショナルな人材を養成する観点から適切に編成さ

れていること。 

◎ 

 

 

［現状の説明］ 

本学知的財産専門職大学院では、教育課程の編成・実施方針として次のとおりカリキュ

ラムポリシーを策定している。 

（カリキュラムポリシー） 

本知的財産専門職大学院の教育課程は、当大学院が掲げる目的「学術の理論およびその

応用を教授研究し、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識および卓越した

能力を培う」、および教育研究上の目的「知的財産の保護と活用のために優れた意識と高

度の知職・技術を備えた高度な専門的職業人を養成」を達成するために体系的に編成する。 

具体的には、本課程に次の領域を設定する。 

１．主として理論的な教育に重点をおく領域 

２．主として実務的な教育に重点をおく領域 

３．理論と実務を橋渡しする総合的な教育に重点をおく領域 

 

また、各領域に配置する授業科目は、次の観点に基づき設定する。 

（１）知的財産業務の実務に必要な、産業財産権・著作権・経済法の最新の専門的かつ実

務的な知識を涵養するものであること。 

（２）知的財産権に関する新保護領域を含め、権利取得から権利の戦略的活用までをカバ

ーし、実例と裁判例などに基づき、専門的知識を活用した思考力、分析力、表現力

等を涵養するものであること。 

（３）知的財産の専門的職業人（プロフェッショナル）として必要な、高い倫理観および

国際的視野を涵養するものであること。 

あわせて、それぞれの科目の特性に応じた適切な教員配置と教授法により提供するとと
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もに、専門的職業人となることを目指す多様な学生とその修学目的に応じた柔軟な履修を

可能とする時間割編成や、自習的学習環境の施設・設備の充実により一層の教育効果をあ

げるものとする。 

 

本学知的財産専門職大学院の教育課程は、このカリキュラムポリシーに沿って編成して

おり、本視点が掲げるように理論と実務の架橋教育である点に留意しつつ、その固有の目

的に照らして教育課程の編成・実施方針を立て、当該固有の目的を実現するためにふさわ

しい授業科目を開設した教育課程となっている。 

 

【根拠・参考資料】 

・資料 1-1：2012 年度専門職大学院便覧 

（P.8 専門職大学院の 3方針） 

（P.15 以降 授業科目等一覧表） 

・資料 1-2：2013 年度知的財産専門職大学院パンフレット（P.20 教育方針） 

・資料：知的財産専門職大学院ホームページ 教育方針の欄 

（http://www.oit.ac.jp/ip/graduate/curriculum/policy.html） 

 

 

レベル
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ

教育課程 

の編成 

（２）知的財産分野の人材養成に共通の基盤となる、知的

財産権法に関する科目、経営・技術を含む周辺領域

の知識や広い視野を涵養する科目、基礎知識を展開

発展させる科目、先端知識を学ぶ科目等が適切に配

置されていること。 

◎ 

 

 

［現状の説明］ 

本学知的財産専門職大学院においては、評価の視点2－2（1）で述べたカリキュラムポリ

シーに則り、教育課程に領域を設定している。具体的には、知的財産権法に関する科目は

（ⅰ）、経営・技術を含む周辺領域の知識や広い視野を涵養する科目は（ⅳ）（ⅴ）（ⅵ）（ⅹ）、

基礎知識を展開、発展させる科目は（ⅱ）（ⅲ）（ⅷ）（ⅸ）、先端知識を学ぶ科目は（ⅶ）

の各領域に配置しており、本視点が掲げる科目を適切に配置している。 

このカリキュラムの体系の詳細は、2013 年度知的財産専門職大学院パンフレット記載の

とおりであるが、これを図示すると以下のようになる。 
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大学院のカリキュラムの体系

知的財産専門職大学院

知的財産
基礎領域

知的財産知的財産
基礎領域基礎領域

知的財産
基幹領域

知的財産知的財産
基幹領域基幹領域

知的財産
関連領域

知的財産知的財産
関連領域関連領域

技術経営
領 域

技術経営技術経営
領領 域域

国際法務
領 域

国際法務国際法務
領領 域域

現代知的
財産領域

現代知的現代知的
財産領域財産領域

研究
領 域
研究研究

領領 域域

関連科目群
科学技術科目

工学部科目履修・聴講可能

関連科目群関連科目群
科学技術科目

工学部科目履修・聴講可能

実務演習領域
インターンシップ

実務演習領域実務演習領域
インターンシップインターンシップ

知的財産科目群
知的財産法の基礎から
発展科目まで多様な
目的に応じ履修

（弁理士試験免除対象科目含む）

知的財産科目群知的財産科目群
知的財産法の基礎から
発展科目まで多様な
目的に応じ履修

（弁理士試験免除対象科目含む）

工業所有権領域工業所有権領域工業所有権領域

 

 

（ⅰ）知的財産基礎領域 

知的財産関連法について基礎知識の無い場合を想定し、知的財産に関する法制度の

基本と全体像を理解する。 

（ⅱ）知的財産基幹領域 

「知的財産基礎領域」の各法について、関連政令、省令などを含めた法制度の構造

や判例からの具体的事例を検証することにより、その制度の詳細を理解する。 

（ⅲ）工業所有権領域 

工業所有権実務で発生する具体的課題を解決するために必要な実践能力を涵養する。 

（ⅳ）知的財産関連領域 

知的財産権の活用のための契約や訴訟などの知的財産実務について専門的に対応で

きる知識を体系的に学ぶ。 

（ⅴ）技術経営領域 

産業社会で知的財産を活用する場合の価値評価や情報分析、企業経営に活かすため

の手法を学ぶ。 

（ⅵ）国際法務領域 

知的財産は国境を越えて保護・活用されることから、米国をはじめ諸外国の制度の

理解や制度比較などを行う。 

（ⅶ）現代知的財産領域 
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現代産業社会で知的財産がダイナミックに活用されるバイオテクノロジー、情報技

術、技術標準と知的財産の関係、コンテンツ分野での知的財産の意味、職務発明問題、

特許消尽問題、医療技術の特許保護問題など、現代知的財産制度が直面する最新の動

向を学ぶ。 

（ⅷ）実務演習領域 

インターンシップで実際の企業等における知的財産実務を経験したり、特許明細書

や意見書の作成を学ぶことにより実務能力を涵養する。 

（ⅸ）研究領域（修士論文作成のための特別研究） 

知的財産の創造・保護・活用に関して、具体的な事例を通じて、問題の発生、その

原因、法令の適用、対応策などを詳細に追跡調査し、理解を深める。 

（ⅹ）科学技術領域 

知的財産の多くにかかわりのある科学技術を基礎的・体系的知識を修得する。 

 

 これらの各領域における授業科目等一覧表を以下に示す。 

 

◇２０１２年度以降入学生 

注 単位数の前に●を付した授業科目は必修科目 
週 時 間 数 

授 業 科 目 単位数
履修 
年次 前期 後期 

免除 
(補足) 

備考 

民法要論Ⅰ ２ １ （2） （2）  

民法要論Ⅱ ２ １ （2） （2）  

民事訴訟法要論Ⅰ ２ １・２ （2） （2）  

民事訴訟法要論Ⅱ ２ １・２ （2） （2）  

特許法・実用新案法要論Ⅰ ２ １ （2） （2） ☆ 

特許法・実用新案法要論Ⅱ ２ １ （2） （2） ☆ 

意匠法要論 ２ １ （2） （2） ☆ 

商標法要論 ２ １ （2） （2） ☆ 

著作権法要論 ２ １ （2） （2）  

知的財産関連条約要論 ２ １ （2） （2） ☆ 

知 
的 
財 
産 
基 
礎 
領 
域 

知的財産情報検索要論 ２ １ （2） （2）  

 

特許法・実用新案法特論Ⅰ ２ １ （2） （2） ☆ 

特許法・実用新案法特論Ⅱ ２ １ （2） （2） ☆ 

意匠法特論 ２ １ （2） （2） ☆ 

商標法特論 ２ １ （2） （2） ☆ 

著作権法特論 ２ １ （2） （2）  

不正競争防止法特論 ２ １ （2） （2）  

知
的
財
産
基
幹
領
域 

知的財産関連条約特論 ２ １ （2） （2） ☆ 

 

知的財産法専門特論Ⅰ ２ １・２ （2） （2） ☆ 

知的財産法専門特論Ⅱ ２ １・２ （2） （2） ☆ 

知的財産法専門特論Ⅲ ２ ２ （2） （2） ☆ 

工
業
所
有 

 

権
領
域 

知的財産法専門特論Ⅳ ２ ２ （2） （2） ☆ 

 

法曹制度と職業倫理特論（2012不開講） ２ ２ （2） （2）  

知的財産契約特論 ２ ２ （2） （2）  

知的財産訴訟特論 ２ ２ （2） （2）  

知
的
財
産
科
目
群 

知
的
財
産

関
連
領
域 

独占禁止法と知的財産特論 ２ １・２ （2） （2）  

知的財産関連領

域から２単位以

上修得すること 
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知的財産評価特論 ２ ２ （2） （2）  

知的財産情報分析特論 ２ ２ （2） （2）  

知的財産技術経営特論 ２ ２ （2） （2）  

知的財産経営戦略特論 ２ ２ （2） （2）  

技
術
経
営
領
域 

発明工学特論 ２ ２ （2） （2）  

技術経営領域か

ら２単位以上修

得すること 

国際関係法要論 ２ １ （2） （2）  

知的財産国際契約特論 ２ ２ （2） （2）  

知的財産国際訴訟特論 ２ ２ （2） （2）  

比較特許法特論 ２ １・２ 夏期集中2  

比較商標法・著作権法特論 ２ ２ （2） （2）  

米国知的財産制度特論 ２ １・２ 夏期集中2  

知的財産英語特論Ⅰ ２ １・２ （2） （2）  

国 
際 
法 
務 
領 
域 

知的財産英語特論Ⅱ ２ １・２ （2） （2）  

国際法務領域か

ら４単位以上修

得すること 

医薬特許特論 ２ ２ （2） （2）  

IT 知的財産特論 ２ ２ （2） （2）  

技術標準と知的財産特論 ２ ２ （2） （2）  

コンテンツ知的財産特論 ２ ２ （2） （2）  

財
産
領
域 

現
代
知
的 

現代知的財産制度特論 ２ ２ （2） （2）  

現代知的財産領

域から２単位以

上修得すること 

知的財産専門実務特論 ２ １ （2） （2）  

インターンシップ ２ １・２ （2） （2）  

特許法・実用新案法実務特論Ⅰ ２ ２ （2） （2）  

実
務
演
習 

 
 

領
域 

特許法・実用新案法実務特論Ⅱ ２ ２ （2） （2）  

 

研究領域 特別研究 ●６ ２ 6  

機械技術要論Ⅰ ２ １・２ (２) （2）  機械 
技術系 機械技術要論Ⅱ ２ １・２ （2） （2）  

電気電子要論Ⅰ ２ １・２ （2） （2）  電子 
情報系 電気電子要論Ⅱ ２ １・２ （2） （2）  

応用化学要論Ⅰ ２ １・２ （2） （2）  

関
連
科
目
群 

科
学
技
術
領
域 化学 

ﾊﾞｲｵ系 応用化学要論Ⅱ ２ １・２ （2） （2）  

 

補足．免除欄の☆印の授業科目は、弁理士試験短答式試験一部免除の対象科目を示す。 

この免除資格認定を希望する者は、☆印の授業科目の単位を全て修得し、当該研究科を

修了する必要があります。また、免除資格認定は、申請者本人からの申請に基づき、工

業所有権審議会において個別に行うので、☆印の授業科目の単位取得により自動的に免

除資格が与えられるものではありません。 

 

【根拠・参考資料】 

・資料 1-1：2012 年度専門職大学院便覧（P.15 以降 授業科目等一覧表） 

・資料 1-2：2013 年度知的財産専門職大学院パンフレット 

（P.5,6 カリキュラム体系、P.9～12 授業紹介） 

・資料：知的財産専門職大学院ホームページ 知的財産研究科－カリキュラムの欄 

（http://www.oit.ac.jp/ip/graduate/curriculum/curriculum.html） 
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レベル
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ

教育課程 

の編成 

（３）学生による履修が系統的・段階的に行われるよう適

切に配慮されていること。 
◎ 

 

 

［現状の説明］ 

知的財産の実務家を志し、本学知的財産専門職大学院に入学する学生の経歴は多様であ

る。これは、知的財産のフィールドが広範な分野・領域にわたるため、入学の際に学部・

学科はもちろん文系・理系の区分を設けていないためである。このため、教育課程は、こ

れまで知的財産や法律を学んだことがない学生も想定して設計しており、知的財産関連法

の基礎である民法と民事訴訟法からはじまり、特許・実用新案法、意匠法、商標法、著作

権法、条約、不正競争防止法などの知的財産関連法、さらに企業の実践で役立つ経営領域、

契約や訴訟などの国際法務領域、バイオテクノロジーや情報技術、コンテンツ、技術標準

などの現代知的財産領域などの科目に加えて、企業や特許事務所におけるインターンシッ

プの機会も豊富に与えられ、身につけた能力が実際に社会に役立つことを確認することが

できるように系統的・段階的に配置されている。 

また、修学する院生の志望に対応すべく、知的財産専門職大学院の教育課程を「知的財

産法専門家コース」と「知的財産管理専門家コース」の2つに区分し、それぞれに履修モデ

ルを提示していること。その履修においても基礎・基幹科目の多くを、例えば、「特許法・

実用新案法要論」、「特許法・実用新案法特論」のように、段階的・進級的に配置し、院生

の修学の進度に応じた段階的な科目配置としていること。そして、具体的履修に当たって

は、院生の入学時のガイダンスにおいて、一人ひとりに履修指導教員を配置し、院生個々

の志望に応じた履修時間割表の作成を指導し、1年次の前期の期間においてその経過を相談

する体制を敷いていること。また、1年次後期にはゼミ配属を行い、2年次進級に向けて履

修が系統的・段階的に行われるように相談体制を整えることできめ細かい指導を行ってい

る。 

以上のように、本学知的財産専門職大学院においては、学生による履修が系統的・段階

的に行われるよう適切に配慮している。 

 

【根拠・参考資料】 

・資料 1-1：2012 年度専門職大学院便覧（P.15 以降 授業科目等一覧表） 

・資料 1-2：2013 年度知的財産専門職大学院パンフレット 

（P.5,6 カリキュラム体系、P.9～12 授業紹介） 

・資料：知的財産専門職大学院ホームページ 

 知的財産研究科－カリキュラムの欄、履修モデルの欄 

（http://www.oit.ac.jp/ip/graduate/curriculum/curriculum.html） 
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レベル
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ

教育課程 

の編成 

2-3 教育課程の編成に際して、知的財産基本法に基づく「知的

財産の創造、保護及び活用に関する推進計画」、社会から

の要請及び社会情勢などの動向、学術の発展動向、学生の

多様なニーズ等に対応して配慮しているか。 

○ 

 

 

［現状の説明］ 

知的財産基本法およびそれに基づく「知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画」

は社会の要請および社会情勢を踏まえ定められたものである。評価の視点1－1で示したよ

うに本学知的財産専門職大学院の固有の目的は、知的財産基本法に適ったものであり、評

価の視点2－2で示したようにその固有の目的を実現する教育課程を編成していることから、

本学知的財産専門職大学院の教育課程編成は、「知的財産の創造、保護及び活用に関する

推進計画」、社会の要請および社会情勢などの動向に配慮している。 

また、学術の発展動向への対応については、教育課程上の現代知的財産領域において、

現代知的財産制度が直面する最新の動向を学ぶ「現代知的財産制度特論」、「医薬特許特

論」、「IT知的財産特論」、「技術標準と知的財産特論」、「コンテンツ知的財産特論」

の5科目を備え対応している。とりわけ「現代知的財産制度特論」では、現代産業社会で知

的財産がダイナミックに活用されるバイオテクノロジー、情報技術、技術標準と知的財産

の関係、コンテンツ分野での知的財産の意味、職務発明問題、特許消尽問題、医療技術の

特許保護問題など現代知的財産制度が直面する最新の動向を学び、学生と討論するために

企業の知的財産部門長、特許庁現役職員、弁護士、大学教授などの専門家を産官学から招

聘し、最先端の内容を提供している。また、他の領域における授業科目についても、当然

に各教員は自己の専門とする知的財産分野における産業界の動向や研究により得た知見に

基づき、講義を行っている。 

加えて、教育課程編成に際しては、学生の多様なニーズに対して次のとおり対応・配慮

している。 

 

（ⅰ）評価の視点2－2（3）で述べたように知的財産の実務家を志す学生のために、2つの

モデルコースを提示し、さらにそのモデルを個々の学生の志望に対応してきめ細か

く履修指導・相談を実施し、学生の多様なニーズ等に対応していること。 

（ⅱ）弁理士を志望する学生に対しては、弁理士国家試験一部免除に対応した教育課程（弁

理士試験短答式一部免除対象となる授業科目を備えていること、科目「特別研究」

において弁理士試験論文式選択科目免除となる必須要件の論文を課していること）

となっていること。 

（ⅲ）社会人が平日夜間と土曜日の受講のみで無理なく教育課程を修了できるよう、平日
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授業の昼夜開講制を採用し、かつ平日夜間の授業を交通の利便がよい大阪市北区梅

田の本学教育施設（大阪センター）で受講できるようにしていること。 

（ⅳ）学生と教員の意見交換会を例年2回（各期に実施）行っており、教育課程の編成や改

訂の検討に学生の意見を取り入れていること。 

 

【根拠・参考資料】 

・資料 1-1：2012 年度専門職大学院便覧 

（P.8 専門職大学院の 3方針） 

（P.15 以降 授業科目等一覧表） 

・資料 1-2：2013 年度知的財産専門職大学院パンフレット 

（P.5,6 カリキュラム体系の「昼夜開講制」） 

（P.7,8 履修モデル） 

（P.13 国家試験対策） 

・資料 2-1：2012 年度 知的財産研究科 知的財産専攻 授業時間割 

・資料 2-2：学生と教員との意見交換会（実施概要） 

・資料：知的財産専門職大学院ホームページ 

 知的財産研究科－カリキュラムの欄、履修モデルの欄 

（http://www.oit.ac.jp/ip/graduate/curriculum/curriculum.html） 

 

 

レベル
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ

単位認定、 

課程の修了等 

2-4 授業科目の特徴、内容、履修形態、その履修のために要す

る学生の学習時間（教室外の準備学習・復習を含む。）等

を考慮して、適切な単位が設定されているか。 

（「大学」第 21 条、第 22 条、第 23 条） 

◎ 

 

 

 

［現状の説明］ 

大阪工業大学大学院学則第22条において、講義は15時間の授業時間をもって1単位、演習

は15時間または30時間の授業時間をもって1単位、実験は30時間または45時間の授業時間を

もって1単位、講義および演習と実験を組み合わせて行う授業科目は、その組み合わせに応

じて15時間から45時間の範囲で本学が定める授業時間をもって1単位とすることが定めら

れており、これは大学設置基準第21条に合致している。本学知的財産専門職大学院では、

この大学院学則に則り、授業科目の特徴、内容、履修形態、その履修のために要する学生

の学習時間（教室外の準備学習・復習を含む。）等を考慮して、適切に単位を設定している。 

また、本学知的財産専門職大学院の年間行事においては、前後期ともに授業週15週と試
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験週1週、その他行事で3週（前後期追試験で計2日間、夏期集中講義9日間、年間授業予備

日で1週間、ガイダンス・成績交付日で4日間）の計35週で運用しており、大学設置基準第

22条および23条に合致している。 

以上のことから、本知的財産専門職大学院は適切に単位を設定している。 

 

【根拠・参考資料】 

・資料 1-1：2012 年度専門職大学院便覧 

（P.42 以降 大阪工業大学大学院学則） 

（P.50 以降 シラバス） 

・資料 2-3：2012 年度大阪工業大学大学院知的財産研究科行事日程表 

 

 

レベル
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ

単位認定、 

課程の修了等 

2-5 各年次にわたって授業科目をバランスよく履修させるた

め、学生が年間又は各学期間に履修登録できる単位数の上

限が設定されているか。（「専門職」第 12 条） 

◎ 

 

 

 

［現状の説明］ 

大阪工業大学大学院学則第 28 条 2 項において、本知的財産専門職大学院の学生が 1年間

に履修することができる単位数の上限を 40 単位と定めている。 

また、同条 1 項では、学生は履修申請に際し、あらかじめ指導教員に履修指導を受ける

ことと定めており、本学知的財産専門職大学院では各年次で学生一人ひとりに指導教員を

配置し、授業科目をバランスよく履修させるための指導を徹底している。なお、修学効果

をあげるために、学生個々の志望、修学状況、社会人学生の勤務状況等を考慮して、履修

指導の上では 1 年次における履修登録単位数を原則 36 単位以下となるよう指導している。 

 

【根拠・参考資料】 

・資料 1-1：2012 年度専門職大学院便覧 

（P.42 以降 大阪工業大学大学院学則） 

（P.9,10 履修について） 

・資料：大阪工業大学ホームページ 大阪工業大学大学院学則掲載欄 

（http://www.oit.ac.jp/japanese/oit/rule_gradoit.html） 

 

 

 

 - 23 - 

http://www.oit.ac.jp/japanese/oit/rule_gradoit.html


レベル
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ

単位認定、 

課程の修了等 

2-6 学生が他の大学院において履修した授業科目について修

得した単位や当該知的財産専門職大学院に入学前に修得

した単位を、当該知的財産専門職大学院で修得した単位と

して認定する場合、法令上の規定に沿って、当該知的財産

専門職大学院の教育水準・教育課程との一体性を損なわな

いよう十分に留意した方法で行われているか。 

（「専門職」第 13 条、第 14 条） 

◎ 

 

 

 

［現状の説明］ 

他の大学院において履修した授業科目について修得した単位や入学前に修得した単位を、

教育上有益と認めるときは、16 単位を上限に当該知的財産専門職大学院で修得した単位と

して認定することができる旨、大阪工業大学大学院学則第 27 条および第 27 条の 2 で定め

ており、本知的財産専門職大学院では、この大学院学則に則り運用している。なお、入学

前に修得した単位の単位認定に当たっては、出身大学院のシラバス・学生便覧等（修得科

目の講義内容と、教育課程表、科目ごとの週授業時間数、年間授業日数、1コマの授業時間

が明記されたもの）により認定を希望する本知的財産専門職大学院の授業科目に対応する

かを確認しており、教育水準・教育課程との一体性を損なわないよう十分に留意している。 

 

【根拠・参考資料】 

・資料 1-1：2012 年度専門職大学院便覧 

（P.42 以降 大阪工業大学大学院学則） 

・資料：大阪工業大学ホームページ 大阪工業大学大学院学則掲載欄 

（http://www.oit.ac.jp/japanese/oit/rule_gradoit.html） 

・資料 2-4：2012 年度単位認定の手引き（知的財産研究科） 

 

 

レベル
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ

単位認定、 

課程の修了等 

2-7 課程の修了認定に必要な在学期間・修得単位数が、法令上

の規定に対して適切に設定されているか。 

（「専門職」第２条第２項、第３条、第 15 条） 

◎ 

 

 

［現状の説明］ 

課程の修了認定に必要な在学期間・修得単位数については、法令に基づき大阪工業大学
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大学院学則第 7条の 2（専門職学位課程）、第 25 条 3 項（修了に必要な単位数）、第 26 条 5

項（履修の方法）、第 31 条 6 項（課程修了の要件）等に以下のように定めており、適切に

設定している。なお、修了要件は「知的財産法専門家コース」、「知的財産管理専門家コー

ス」とも同一である。 

・専門職学位課程の標準修業年限は、2年とする。 

・専門職学位課程において修了に必要な単位は、52 単位とする。 

・知的財産研究科専門職学位課程の履修方法は、つぎのとおりとする。  

イ. 合否決定の審査に付される論文の作成を含む特別研究 6単位（必修科目）を修得 

する。 

ロ. 前号のほか、授業科目の中から別表第 1「3 知的財産研究科」に示す指定領域ごと

の必要単位数を含めた 46 単位を修得する。 

・専門職学位課程の修了の要件は、大学院に 2年以上在学し、論文の審査・合格を要件 

とした科目の単位を含め、第 25 条に定める単位を修得することとする。 

 

【根拠・参考資料】 

・資料 1-1：2012 年度専門職大学院便覧 

（P.42 以降 大阪工業大学大学院学則） 

・資料：大阪工業大学ホームページ 大阪工業大学大学院学則掲載欄 

（http://www.oit.ac.jp/japanese/oit/rule_gradoit.html） 

 

 

レベル
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ

単位認定、 

課程の修了等 

2-8 課程の修了認定の基準・方法は、学生に周知されているか。 

（「専門職」第 10 条第２項） 
◎ 

 

 

［現状の説明］ 

課程修了の要件、必要な修得単位数等については、法令に基づき大阪工業大学大学院学

則第 7 条の 2（専門職学位課程）、第 25 条 3 項（修了に必要な単位数）、第 26 条 5 項(履修

の方法)、第 31 条 6 項（課程修了の要件）等に定めており、いずれも専門職大学院便覧に

掲載しているほか、本学のホームページに掲載し、加えて入学前の履修相談会、新入生ガ

イダンス、在学生向けの履修ガイダンスを通じて周知を図っている。 

 

【根拠・参考資料】 

・資料 1-1：2012 年度専門職大学院便覧 

（P.9 履修について） 
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（P.42 以降 大阪工業大学大学院学則） 

・資料：大阪工業大学ホームページ 大阪工業大学大学院学則掲載欄 

（http://www.oit.ac.jp/japanese/oit/rule_gradoit.html） 

・資料 1-5：2012 年度大学院知的財産研究科入学試験合格者履修説明会資料 

・資料 1-6：2012 年度大阪工業大学専門職大学院新入生ガインダンス資料 

・資料 1-7：2012 年度大阪工業大学専門職大学院在学生履修ガインダンス資料 

 

 

レベル
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ

単位認定、 

課程の修了等 

2-9 在学期間の短縮を行っている場合、法令上の規定に沿って

設定されているか。また、その場合、固有の目的に照らし

て十分な成果が得られるよう配慮がなされているか。 

（「専門職」第 16 条） 

◎ 

 

 

［現状の説明］  

本学知的財産専門職大学院においては、在学期間の短縮を行っていないため該当なし。 

 

 

レベル
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ

単位認定、 

課程の修了等 

2-10 在学期間の短縮を行っている場合、その基準・方法が、

学生に対して学則等を通じてあらかじめ明示されている

か。また、明示された基準・方法は、公正かつ厳格に運

用されているか。 

○ 

 

 

［現状の説明］  

本学知的財産専門職大学院においては、在学期間の短縮を行っていないため該当なし。 

 

 

〔点検・評価〕 

・長所 

（体系的な教育課程の編成） 

 本学知的財産専門職大学院の長所は、第一に体系的な教育課程を編成している点である。

評価の視点 2－2（1）（2）、2－3で述べたとおりであるが、知的財産のフィールドが広範な
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分野・領域にわたるところ、本学知的財産専門職大学院は、知的財産の基礎から応用、さら

には関連領域までを広くカバーした教育課程に編成している。 

 

（理論と実務のバランスのとれた教育） 

 第二に理論と実務のバランスのとれた教育を行っている点である。評価の視点 2－2（1）

（2）（3）で述べたとおりであるが、知的財産基礎領域などの主として理論的な教育に重点

をおく領域と、実務演習領域などの主として実務的な教育に重点をおく領域、そして特別研

究領域などの理論と実務を橋渡しする総合的な位置づけの領域を設定しており、バランスの

とれた教育課程に編成している。特に、必修科目である特別研究では論文合格を必須として

おり、大学院で学んだ理論と実務の知識を総動員して知的財産分野の専門家にふさわしい能

力へと昇華するうえで重要な役割を担っている。 

 

（系統的・段階的な履修配慮） 

 第三に学生の系統的・段階的な履修に配慮している点である。評価の視点 2－2（3）で述

べたとおり、知的財産実務の専門家を志す者のバックグラウンドが多様であるゆえに、知的

財産や法律を学んだことがない学生も想定した教育課程を設計しているほか、履修モデルの

提示や、科目を要論科目と特論科目に分け、段階的・進級的に学べるよう配慮している。ま

た、入学時から履修指導教員を、1年次後期からゼミ指導教員を配置する細やかな指導体制

は、学生が系統的・段階的に履修を進めるうえで大きく貢献している。 

 

（学生のニーズへの対応） 

 第四に学生のニーズに対応している点である。評価の視点 2－3で述べたとおりであるが、

特に学生と教員の意見交換会で得た学生の意見の中には、例えば科目「インターンシップ」

の準備学習にあたる「知的財産専門実務特論」を開講するなど、実際に教育課程に反映して

きたものもあり、本学知的財産専門職大学院が学生のニーズに対応してきた証左である。加

えて、修了要件に論文合格を課していることは、弁理士試験論文式選択科目免除の必須要件

をクリアするもので、弁理士を志す学生への大きなメリットとなっている。 

 

・問題点 

問題点としては、学生の多様性（学修歴や実務経験の有無等）による修学レベルの差へ

の対応が挙げられ、特に知的財産法に関わる領域において、知的財産法の既習者・未修者

への対応に課題があった。 

このような学修歴の差は、授業担当教員の授業内での工夫で対応することが難しいため、

知的財産基礎・基幹科目を必修から外し、選択科目とすることで既習者が他の未修科目を

受講出来るよう、教育課程上の改善を実行してきたところである。 
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〔将来への取り組み・まとめ〕 

社会の変化とともに、本学知的財産専門職大学院進学者の背景、志望動機、将来のビジ

ョン、社会人のキャリア等は多様化している。それに応じてこれまで、履修モデルの提示

や、履修指導教員、ゼミ指導教員による指導体制、教員と院生との意見交換会等を実践し

てきたが、その重要度はますます高くなっている。こうした、いわば手作りとも言うべき

きめ細かい体制の強みを今後とも継続していく所存である。 

 

 

２－（２）教育方法等 

 

レベル
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ

特色ある 

取組み 

2-11 教育課程等について、弁理士試験の短答式免除を受ける

ための授業科目の提供など、特色ある取組みを行ってい

るか。また、その具体的な内容とは何か。 

 

○

 

［現状の説明］ 

特色ある取組みとして、本学知的財産専門職大学院では、弁理士試験短答式筆記試験の

一部科目が免除されるための授業科目を提供しており、平成 19 年の弁理士法の一部改正に

よって弁理士試験短答式筆記試験の一部科目が免除されることとなって以降、対象となる

授業科目を修め、修了した学生はすべて免除資格認定を受けている。 

免除資格認定を受けるにあたっては、工業所有権審議会が免除に値するかを厳正に審査

しており、これまで毎年免除資格申請者全員が認定されていることは、本学知的財産専門

職大学院が提供する免除対象科目が免除に値する水準を維持してきたことを証明するもの

である。具体的には、弁理士法施行規則第 5 条で定める所定の科目（28 単位）について、

下記の授業科目を提供している。 

 

（ⅰ）特許及び実用新案に関する法令に関する科目（4科目 8単位） 

①特許法・実用新案法要論Ⅰ、②特許法・実用新案法要論Ⅱ 

③特許法・実用新案法特論Ⅰ、④特許法・実用新案法特論Ⅱ 

（ⅱ）意匠に関する法令に関する科目（2科目 4単位） 

⑤意匠法要論、⑥意匠法特論 

（ⅲ）商標に関する法令に関する科目（2科目 4単位） 

⑦商標法要論、⑧商標法特論 

（ⅳ）工業所有権に関する条約に関する科目（2科目 4単位） 

⑨知的財産関連条約要論、⑩知的財産関連条約特論 
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（ⅴ）上記のうち 1又は複数に関する科目（4科目 8単位） 

⑪知的財産法専門特論Ⅰ、⑫知的財産法専門特論Ⅱ 

⑬知的財産法専門特論Ⅲ、⑭知的財産法専門特論Ⅳ 

加えて、授業以外でも試験対策、経済面でのサポートを充実させており、弁理士試験受

験特別講座および著作権法・不正競争防止法対策講座の実施、受験料相当額の補助、短答

式試験合格者への奨励金支給を行っている。 

 

【根拠・参考資料】 

・資料 1-1：2012 年度専門職大学院便覧 

（P.15 以降 授業科目等一覧表） 

（P.50 以降 シラバス） 

・資料 1-2：2013 年度知的財産専門職大学院パンフレット 

（P.13 国家試験対策、弁理士試験支援プロジェクト） 

・資料：知的財産専門職大学院ホームページ 弁理士試験支援プロジェクト案内欄 

（http://www.oit.ac.jp/ip/graduate/carrer/benrishi.html） 

 

 

レベル
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ

履修指導、 

学習相談 

2-12 学生に対する履修指導、学習相談が学生の多様性（学修

歴や実務経験の有無等）を踏まえて適切に行われている

か。 

○ 

 

 

［現状の説明］ 

本学知的財産専門職大学院では、次のとおり少人数教育の徹底、多様な学生に応じたき

め細かい履修指導・学習相談に取り組んでいる。 

①学生の多様性（学修歴や実務経験の有無等）を踏まえて、1年次生にはコース選択、コー

ス別の履修モデル指導を含めて入学前の履修相談会において履修指導教員を定め、学生

一人ひとりにその志望動機に照らしてコースの選定から履修科目を選定する履修モデル

の内容説明から、1年次、2年次の授業時間割に至るまでの履修相談を行う。 

併せて入学後の新入生ガイダンスの際およびその後の 1 年次前期の在籍期間中、同じ

履修指導教員が担当の学生に履修相談・履修指導を行うとともに、1年次後期から 2年次

における特別研究ゼミの担当教員を定めて、コースの確認や変更の相談から履修の実際

までを継続して行い、きめ細かい履修指導を徹底している。 

2 年次進級の際には年度当初に全体的な履修ガイダンスも実施して、遺漏のないようにし

ている。2 つのコースと当該コースにおける履修モデルの例は、2013 年度知的財産専門
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職大学院パンフレットで説明しているとおりである。 

②各科目担当教員と学生との間では、おもに講義前後に予習指示や質問受付を行うととも

に、インターネットを利用した SNS システムも構築している。全学で導入している

e-learning システムを活用するとともに、教員・学生間の多様なコミュニケーションが

可能な独自仕様の SNS システムを並行して活用している。 

 

以上のとおり、SNS システムも多角的に活用し、教員と学生が対面でもオンラインでもさ

まざまな形式でコミュニケーションをとっており、履修指導、学習相談を適切に行ってい

る。 

 

【根拠・参考資料】 

・資料 1-2：2013 年度知的財産専門職大学院パンフレット（P.7,8 履修モデル） 

・資料 1-5：2012 年度大学院知的財産研究科入学試験合格者履修説明会資料 

・資料 1-6：2012 年度大阪工業大学専門職大学院新入生ガインダンス資料 

・資料 1-7：2012 年度大阪工業大学専門職大学院在学生履修ガインダンス資料 

・資料 2-5：実践的知財教育モデルの開発支援 WEB サイト操作マニュアル教員編 

 

 

レベル
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ

履修指導、 

学習相談 

2-13 インターンシップ等を実施する場合、守秘義務等に関す

る仕組みが規程等で明文化され、かつ、適切な指導が行

われているか。 

○ 

 

 

［現状の説明］ 

 インターンシップを実施する場合、受入先（企業、特許事務所、法律事務所等）と、大

学、派遣学生の 3 者間で協定を締結し、その中で協定書第 7 条（下記のとおり）において

守秘義務に関する事項を明記し、派遣院生にはその点を派遣前に十分指導している。なお、

インターンシップは選択制で、希望者に受入れ企業等を斡旋し、実施している。2011 年度

派遣実績は 15 名であった。 

 

＜協定書第７条＞ 

乙（本学）及び派遣学生は、派遣期間中に知り得た甲（派遣先）の機密事項、重

要事項（個人情報を含む）を他に漏らしてはならない。 

２ 派遣学生は、派遣期間中に知り得た甲の機密事項、重要事項（個人情報を含む）

を記述又は保存された書類・メディアに関して、担当責任者の許可無く派遣先か
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ら持ち出さない。 

３ 甲は、派遣学生が提出する自己紹介書等の個人情報を、インターンシップに関す

る目的以外に使用しないものとする。 

さらに、派遣学生から署名捺印した秘密保持誓約書をインタ－ンシップ開始前に受入企

業に提出することを必須として、適正に指導を行っている。 

 

【根拠・参考資料】 

・資料 2-6：知的財産インターンシップに関する協定書（企業用・特許事務所用） 

・資料 2-7：秘密保持誓約書（企業用・特許事務所用様式） 

 

 

レベル
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ

授業の方法等 

2-14 ひとつの授業科目について同時に授業を受ける学生数

は、授業の方法、施設・設備その他の教育上の諸条件を

考慮して、教育効果を十分にあげられる適当な人数とな

っているか。（「専門職」第７条） 

◎ 

 

 

［現状の説明］ 

本学知的財産専門職大学院では少人数教育を徹底し、教育効果を十分にあげられるよう

に配慮している。入学者数が 30～35 名程度であることに鑑み、月曜から金曜の平日開講科

目は原則として昼夜 2 クラス制で実施している。昼間のクラス（大宮キャンパスで開講）

は一般学生が中心であり、夜間のクラス（大阪センターで開講）は社会人が中心である。

平日開講科目の受講者数は、昼間はおおむね 20 人前後、夜間はおおむね 10 人前後である。

土曜開講科目は、学生相互の交流と学修への意欲を喚起するために、大宮キャンパスにお

いて一般学生と社会人学生が混在する 1 クラス制で実施し、この土曜開講科目でも受講者

数の最も多いクラスは 32 名である。施設・設備の面で、こうした昼間の授業並びに土曜日

の授業の受講者の人数からして、大宮キャンパスにおける大学院講義室２教室で問題なく

収容可能である。さらに、大学院講義室が所在するフロアには、院生個別に貸与される机、

椅子、ロッカー等を備えた研究ブースを院生の人数分具備した院生研究室を設け、修学の

最大の便宜を図っている。また、情報機器を利用する科目（「知的財産情報検索要論」など）

では、受講者すべてが各自 1台のパソコンを確保できる環境で実施している。 

 

【根拠・参考資料】 

・資料 2-8：2012 年度受講者統計一覧（知的財産研究科） 
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レベル
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ

授業の方法等 

2-15 固有の目的を達成し得る実践的な教育を行うことができ

るよう、事例研究、双方向・多方向で行われる討論、そ

の他の方法（例えば、グループ学習、ケースメソッド、

シミュレーション、インターンシップ等）により授業を

行うなど、適切な配慮がなされているか。 

（「専門職」第８条第１項） 

◎ 

 

 

［現状の説明］ 

本学知的財産専門職大学院では、知的財産の実務家を志して入学する学生を高度な専門

的職業人に養成するため、体系的なカリキュラムの基に、授業科目の内容、受講者の特性、

レベルに応じ、事例研究、双方向・多方向で行われる討論、その他の方法（例えば、グル

ープ学習、ケースメソッド、シミュレーション、インターンシップ等）で適切に配慮した

授業を行っており、その具体的な講義方法はシラバスに記載している。実際に、各授業科

目においては受講学生の人数は比較的少人数である場合が大半であり、討論等を交えた実

践的な授業形態となっている。 

 

【根拠・参考資料】 

・資料 1-1：2012 年度専門職大学院便覧（P.50 以降 シラバス） 

・資料：知的財産専門職大学院ホームページ 知的財産研究科－カリキュラムの欄 

（http://www.oit.ac.jp/ip/graduate/curriculum/curriculum.html） 

 

 

レベル
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ

授業の方法等 

2-16 多様なメディアを利用して遠隔授業を行う場合は、その

教育効果が十分に期待できる授業科目をその対象として

いるか。（「専門職」第８条第２項） 

◎ 

 

 

［現状の説明］ 

 本学知的財産専門職大学院では、多様なメディアを利用した遠隔授業を行っておらず、

該当なし。 
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レベル
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ

授業の方法等 

2-17 通信教育によって授業を行う場合は、その教育効果が十

分に期待できる授業科目をその対象としているか。 

（「専門職」第９条） 

◎ 

 

 

［現状の説明］ 

 本学知的財産専門職大学院では、通信教育によって授業を行っておらず、該当なし。 

 

 

レベル
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ

授業計画、 

シラバス 

2-18 授業時間帯や時間割等は、学生の履修に配慮して設定さ

れているか。 
○ 

 

 

［現状の説明］ 

本学知的財産専門職大学院の授業時間帯・時間割は原則として、次のとおりである。 

●大宮キャンパス 

1 時限 9：20～10：50   2 時限 11：00～12：30   3 時限 13：20～14：50 

4 時限 15：00～16：30   5 時限 16：40～18：10 

●大阪センター 

6 時限 18：40～20：10   7 時限 20：20～21：50 

 

平日の昼間は大宮キャンパスで授業を実施するが、夜間授業は社会人学生の通学を考慮

して交通に便利な大阪センター（大阪市北区梅田）で実施している。さらに、平日開講科

目は同一科目を原則昼夜 2 コマ開講としており、社会人学生でも夜間の授業を履修できる

ように履修に支障の無い体制を構築している。また、大宮校地と大阪センター間の学生、

教職員の移動時間を考慮して、無理の無い授業時間設定としている。 

社会人でもこの昼夜開講制度を利用して、平日夜間授業、土曜日は大宮キャンパスでの

受講により、2年間で修了できるシステムであり、例えば、本務が弁護士である社会人学生

の具体的な履修の実際（平日夜間および土曜日の履修）が 2013 年度知的財産専門職大学院

パンフレットに示されている。 

 

【根拠・参考資料】 

・資料 1-1：2012 年度専門職大学院便覧（P.12 授業等について） 

・資料 1-2：2013 年度知的財産専門職大学院パンフレット（P.7,8 履修モデル） 
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・資料 2-1：2012 年度 知的財産研究科 知的財産専攻 授業時間割 

 

レベル
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ

授業計画、 

シラバス 

2-19 毎回の授業の具体的な内容･方法、使用教材、履修要件、 

年間の授業計画等が明示されたシラバスが作成されて 

いるか。（「専門職」第 10 条第１項） 

◎ 

 

 

［現状の説明］ 

 本学知的財産専門職大学院では、シラバスに授業担当教員が各授業科目の講義内容、講

義方法、講義計画（15 回分）、評価方法、評価割合、評価基準、教材、受講心得を記載して

おり、これをまとめた印刷物を作成して全学生に配布している。また、同じ内容は大学ホ

ームページにも公開しており、外部からも参照することができる。 

 さらに、授業における使用教材、参照資料等は、授業科目ごとに整理され、院生が利用

する文献保管室に配架され、院生は自由に閲覧し、複写を取ることが出来るようにし、や

むを得ず欠席した授業の内容を確認し、自身で修学できるようにしている。また、必要な

場合には講義の録音を許可している。 

 

【根拠・参考資料】 

・資料 1-1：2012 年度専門職大学院便覧（P.50 以降 シラバス） 

・資料：知的財産専門職大学院ホームページ 知的財産研究科－カリキュラムの欄 

（http://www.oit.ac.jp/ip/graduate/curriculum/curriculum.html） 

 

 

レベル
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ

授業計画、 

シラバス 

2-20 授業は、シラバスに従って適切に実施されているか。ま

た、シラバスの内容を変更した場合、学生にその旨が適

切な方法で周知されているか。 

○ 

 

 

［現状の説明］ 

本学知的財産専門職大学院では、授業はシラバスに従って適切に実施している。また、

シラバスの内容を変更した場合、学生にその旨を適切な方法で周知している。授業担当教

員は、その授業がシラバスに従って適切に授業を実施することが求められていることを認

識しており、また、そのように自己の授業科目のシラバスを作成し、学生に提示している。

この点は、学生による授業評価アンケートにより確認されている。また、シラバスの内容
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を変更する場合は、事前に授業担当教員から受講学生に周知することを各教員に会議体等

で周知しており、授業において学生に適切な方法で周知している。こうした状況は、他の

教員による適宜の授業参観の機会においても確認されている。 

 

【根拠・参考資料】 

・資料 1-1：2012 年度専門職大学院便覧（P.50 以降 シラバス） 

・資料 2-9：授業アンケート様式 

 

 

レベル
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ

成績評価 
2-21 固有の目的に応じた成績評価の基準・方法が策定され、 

学生に周知されているか。（「専門職」第 10 条第２項） 
◎ 

 

 

［現状の説明］ 

本学知的財産専門職大学院の成績評価の基準は、大阪工業大学大学院学則第 30 条に定め

ており、学生に対しては配布する大学院便覧に下記「①学業成績の表示と評価基準につい

て」のとおり記載し、周知している。 

一方、各授業科目の評価は、担当教員が授業内容等に応じて定めており、どのような観

点で評価するかについて、その割合も含めシラバスに明記し、授業の受講に当たって事前

に確認するよう学生に指導している。各教員は、自身で定めた評価方法等により学則上定

められた成績評価基準で評価している。なお、各講義科目のシラバスは配布する大学院便

覧に掲載するとともに、本学知的財産専門職大学院ホームページに公開し、外部からも参

照することができ、また、各授業の初回に授業計画に加え、かかる成績評価の基準・方法

について受講学生に適正に説明するとともに、授業期間中においても学生の質問に答える

など十分に周知している。 

 また、本学知的財産専門職大学院で導入している GPA 制度については、大阪工業大学大

学院学則第 30 条に定めており、学生に対しては配布する大学院便覧に下記「②GPA の計算

と表記について」のとおり記載し、周知している。 

（学生便覧抜粋） 
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（学生便覧抜粋） 

 

 

【根拠・参考資料】 

・資料 1-1：2012 年度専門職大学院便覧 

（P.13 学業成績、GPA 制度について） 

（P.50 以降 シラバス） 

・資料：知的財産専門職大学院ホームページ 知的財産研究科－カリキュラムの欄 

（http://www.oit.ac.jp/ip/graduate/curriculum/curriculum.html） 

 

 

レベル
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ

成績評価 
2-22 成績評価は、明示された基準・方法に基づいて公正かつ

厳格に行われているか。（「専門職」第 10 条第２項） 
◎ 

 

 

［現状の説明］ 

成績評価は、大阪工業大学大学院学則第 30 条に定めた成績評価基準に基づき、各授業担

当者はシラバスに記載の評価方法等によって公正かつ厳格に行っている。この成績評価基

準や科目毎の評価方法等は、評価の視点 2－21 で述べたように専門職大学院便覧、シラバ

スおよび本学知的財産専門職大学院ホームページに掲載し、明示している。 
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特別研究における修士論文の評価については、評価方法として、指導教員が主査となり、

他に副査を付けて論文の審査に当たる。また、論文の発表時には指導教員に加え、副査で

はない他の大学院教員 2 名が論文の内容を聴取し、評価基準とその割合として、研究にお

ける取り組み（10％）、論文の内容（70％）、発表の内容・態度（20％）により総合して評

価し、公正かつ厳格に行われている。こうした評価方法、評価割合、評価基準はシラバス

に明示し、また履修ガイダンスにおいて周知している。 

 

【根拠・参考資料】 

・資料 1-1：2012 年度専門職大学院便覧 

（P.13 学業成績、GPA 制度について） 

（P.50 以降 シラバス） 

・資料：知的財産専門職大学院ホームページ 知的財産研究科－カリキュラムの欄 

（http://www.oit.ac.jp/ip/graduate/curriculum/curriculum.html） 

 

 

レベル
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ

成績評価 

2-23 成績評価において、評価の公正性及び厳格性を担保する

ために、学生からの成績評価に関する問い合わせ等に対

応するなど、適切な仕組みが導入されているか。 

○ 

 

 

［現状の説明］ 

本学知的財産専門職大学院では成績確認制度を設けており、院生は成績に疑問がある場

合、担当教員に成績確認を申し出ることができる。成績確認があった場合、担当教員は一

定期間内に当該学生の成績を再調査し、結果を研究科事務室に提出する必要がある。これ

により、誤り等があった場合は成績の修正が行われることもある。この院生からの成績確

認の申し出はただちに知的財産研究科全教員に情報提供され、かつ、確認の結果について

も全教員に情報の共有がなされており、適切に運用している。 

 

【根拠・参考資料】 

・資料 2-10：成績確認願い様式 
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レベル
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ

授業の内容・

方法の改善の

ための組織的

な研修等 

2-24 授業の内容・方法の改善を図るために、組織的な研修・

研究を適切に実施しているか。（「専門職」第 11 条） 
◎ 

 

 

［現状の説明］ 

本学知的財産専門職大学院では、新任教員に対し、教務部主催で授業方法についての講

習会を隔年で開催しているほか、全教員を対象に毎年 FD 研修会を組織的に開催し、授業の

内容・方法の改善を図るための講演等を聴講させている。過去の FD 研修会にて扱った主な

テーマは資料のとおりである。 

また、学期中に適宜に授業公開を実施し、この機会を通じて他の教員の授業を参観し、

その報告書に評価できる事項、参考になった事項、改善推奨事項等を記載し、当該授業担

当教員にフィードバックすることを実施し、相互に刺激を与えて授業内容・方法の改善を

図る体制をとっている。 

 

【根拠・参考資料】 

・資料 2-11：新任教員講習会配布資料 

・資料 2-12：過去の FD 活動項目 

 

 

レベル
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ

授業の内容・

方法の改善の

ための組織的

な研修等 

2-25 実務家教員の教育上の指導能力の向上及び研究者教員の

実務上の知見の充実に努めているか。 
○ 

 

 

［現状の説明］ 

本学知的財産専門職大学院では、新任の実務家教員並びに研究者教員に対しては、評価

の視点 2－24 に述べた取り組みのほか、教員の就任前に関係授業科目の聴講・参観を求め、

授業の実際の見聞をさせることで教育上の指導能力の向上および実務上の知見の充実に努

めている。 

また、実務家教員および研究者教員の専門的研究、研鑽を深め知見の充実に努めるため、

研究成果を発表・刊行する論文集「知的財産専門研究」への寄稿、学内の「知的財産専門
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研究会」での発表、大阪府工業協会と共催する学外向けの「知的財産研究会」における発

表の機会を設けている。 

 

【根拠・参考資料】 

・資料 2-13：「知的財産専門研究」第 1号～第 11 号目次  

 

 

レベル
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ

授業の内容・

方法の改善の

ための組織的

な研修等 

2-26 学生による授業評価が組織的に実施され、その結果が公

表されているか。また、授業評価の結果を教育の改善に

つなげる仕組みが整備されているか。さらに、こうした

仕組みが、当該知的財産専門職大学院内の関係者間で適

切に共有され、教育の改善に有効に機能しているか。 

○ 

 

 

［現状の説明］ 

本学では、全学で携帯電話を利用した授業アンケートシステムを導入しており、本学知

的財産専門職大学院においてもこれを利用し、学生による授業評価を行っている。各授業

評価の結果は、アンケート結果とともに結果に対する教員コメントを付し、アンケート実

施の翌週以降に学生に公表・フィードバックしている。この取組により、各授業担当教員

は自己の授業内容・方法の改善に役立てている。また、アンケート結果については、全体

の集計結果とともに研究科長や専攻幹事などの関係者間で共有され、教員評価等の参考に

利用するなどしており、教育の改善に有効に機能している。なお、アンケート項目につい

ては集計結果記載のとおりである。 

 

【根拠・参考資料】 

・資料 2-14：授業アンケート実施要領 

・資料 2-15：2011 年度前期・後期授業アンケート集計結果 
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レベル
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ

特色ある 

取組み 

2-27 教育方法等とその改善について、特色ある取組みを行っ

ているか。また、その具体的な内容とは何か。 

 
○

 

［現状の説明］ 

 本学知的財産専門職大学院の教育方法等について、特色として強調したい点は、「実務貢

献型のインターンシッププログラム」、多様な国際交流の機会による「グローバル人材育成

プログラム」の充実した支援が挙げられ、教育方法等の改善について強調したい点は、教

員と院生とが形成する教育方法の改善の場としての「教員と院生との意見交換会」が挙げ

られる。具体的には下記のとおりである。 

 

（実務貢献型インターンシップ） 

 本学知的財産専門職大学院が実施するインターンシップは、修得した知識・能力を具体

的な知的財産業務において発揮することにより、自己の実務能力のレベルを把握すると共

に、実務能力の向上のために今後の修学の仕方、方向を見い出せるよう正課科目として提

供している。強調すべきは、単に学生が派遣先にて研修を受けるのではなく、学生も派遣

先に貢献することを意識した派遣先の実務貢献型である。そのために、インターンシップ

の派遣前から派遣期間中一貫して担当教員が派遣学生とともに関わっている。 

第一に、派遣先の選定段階から派遣先企業との面談および学生との個別相談を徹底して

おり、担当教員は学生の希望を前提に、本人の適性も考慮して派遣先を決めている。第二

に、派遣中の徹底した指導を実施している点である。派遣された学生は、日々の実務研修

内容を秘密でない範囲において本学独自の SNS システムで日誌としてインターンシップ担

当教員に報告し、指導を受けている。第三に、この SNS システムには派遣先企業等の担当

者も参加しており、教員は派遣期間中から先方企業等とも綿密に連携を図っている。 

さらに、この「実務貢献型インターンシップ」をより実効あるものにするため、準備学

習として実務知識と能力を涵養する授業科目「知的財産専門実務特論」を開設し、企業の

実務経験豊富な実務家教員（複数）が、知財実務経験のない学生に対して、特許調査方法、

特許明細書（機械、電気・情報、化学分野等）の読解、特許庁への権利化手続（出願、意

見書・手続補正書の作成等）等に至るまでをインターンシップ受講の条件として必ず履修

させている。当該インターンシップには、社会人院生を除くいわゆる一般学生の大半が参

加しており、中には複数の企業や事務所に希望して派遣される例もあって 2011 年度には派

遣院生の数は 15 名であった。 

 

（グローバル人材育成プログラム） 

 国際化、グローバル化が叫ばれる中でも、一般には留学でもしない限り外国人と交流す
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る機会が少ない学生が多いが、本学知的財産専門職大学院ではこの点を打破すべく、次の 3

点を正課内外で実施している。 

①積極的に院生を海外派遣するよう経済的支援をすること。 

②国内でも外国人と交流する機会をより多く、積極的に持つようにすること。 

③コミュニケーションツールとしての英語力、実務英語力の向上を支援していること。

以下にこれらを詳述する。 

 

①院生の海外派遣支援 

・本学が費用（１人 100 万円）を負担して、米国ワシントン大学ロースクール先端知的財 

産研究センター(CASRIP: The Center for Advanced Research and Study on Intellectual 

Property, University of Washington）の夏期集中講座プログラムに、2008 年度より毎年

2名の院生を選抜し、派遣している。派遣学生は学力や英語力の上で自己評価と改善努力を

行うとともに、大学院側も国際的に通用する専門家教育の工夫や改善につなげることがで

きる。 

・台湾の５大学（世新大学、高雄第一科技大学、雲林科技大学、虎尾科技大学、台北科技

大学）と学術交流協定を締結し、毎年、夏期と春期に渡航費を本学が負担して学生を派遣

している。派遣学生は、受入大学の寮等に宿泊しながら、英語を通常の会話手段として、

授業参加や発表、研修等で学生交流を行っている。 

・授業科目「インターンシップ」においては、海外インターンシップを導入し、2012 年度

には台湾の特許事務所に院生 2 名を１カ月間派遣し、現地では知的財産実務研修、大学授

業参加、知財裁判所、行政庁訪問等を行い、知的財産の実務について現地の多様な方々と

中国語・英語により意見交換や討論を行った。 

 

②国内での国際交流 

・夏期集中講座（英語）に海外から約 30 名の院生を招き、本学院生と交流している。夏期 

集中講義科目として「米国の知的財産制度特論」、「比較特許法特論」は国内外の専門家

による講義と本講義を受講する海外学生等とのグループディスカションで構成され、使用

言語は原則英語で行っている。各国特許法や米国特許法を英語で受講できる貴重な機会で

あるほか、日本人院生と外国の学生が一緒に学び交流を深める多国籍の学生参加型授業で

あり、国際的視野を涵養するうえでの本知的財産専門職大学院の教育方法の特色の一つで

ある。これら授業科目における本学院生以外の受講生は、海外からの学生（2012年度34名）、

国際協力機構（JICA）研修員（2012 年度 4名）のほか、現役の特許事務所所員（2012 年度

6名）が科目等履修制度を利用し、参加している。 

・2008 年以降、国際協力機構（JICA）経由で招聘している海外研修員に対して、院生が長 

期にリサーチアシスタントとして支援する機会を持たせている。日常的に外国人と接触す 

る機会を院生に提供することにより、英語力と国際感覚を身につけるのみならず、異なる 
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文化、価値観への認識を広げさせ、自身の社会人としての自覚や実務能力の研鑽と涵養へ 

の刺激を受けさせることで大きな教育上の効果がある。 

 

③実務英語力の向上 

 知的財産英語にかかる授業科目（知的財産英語特論Ⅰ、同Ⅱ）以外に、本学では Language 

Learning Center においてネイティブ教員を複数配置し、学生が実務英語力（プレゼンテー

ション、ディスカッションなど）の向上のために、主として課外授業として参加できる制

度を設けている。院生の海外派遣の準備段階としての語学力向上にも有効である。 

 

（教員と院生の意見交換会） 

本学知的財産専門職大学院の強みは、教員と院生の距離の近さである。教育方法等の改

善について、従来から学生による授業アンケートがなされるのは通常であり、授業評価や

改善に役立っている。2 章（1）の長所でも触れたように、本学では、それを補完し、個々

の授業科目のみならず大学院教育全体について、院生の声を直接に聞く機会を定常的に設

けているのが特色である。具体的には、「教員と院生の意見交換会」を各学期に実施してお

り、教育課程、授業方法、施設などの改善要望等を教員と院生が率直に意見交換できる場

を設け、建設的な意見交換を実施し、教育改善につなげており、本視点の強調したい点と

してあげた「実務貢献型インターンシップ」の準備学習である「知的財産専門実務特論」

の科目開設も、この意見交換会で得た学生の意見が基となっている。 

 

【根拠・参考資料】 

・資料 2-2：学生と教員との意見交換会（実施概要） 

・資料 2-16：2012 年度夏期集中講義スケジュール 

・資料：知的財産専門職大学院ホームページ インターンシップの欄 

（http://www.oit.ac.jp/ip/graduate/carrer/intern.html） 

・資料：知的財産専門職大学院ホームページ 夏期集中講義の欄 

（http://www.oit.ac.jp/ip/graduate/curriculum/summer.html） 

・資料：知的財産専門職大学院ホームページ 国際交流・教育の欄 

（http://www.oit.ac.jp/ip/graduate/campus/international.html） 

 

 

〔点検・評価〕 

・長所 

（弁理士試験短答式免除を受けるための授業科目の提供） 

 評価の視点 2－11 で述べたとおりで、平成 19 年の弁理士法改正による弁理士試験短答式

筆記試験一部科目が免除されて以降、対象科目を修めて修了した当該試験免除希望者すべて
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が免除資格認定を受けている。このことは、本学知的財産専門職大学院の教育が免除に値す

る水準を維持してきた証左であり、大きな長所である。このことのみならず、弁理士試験受

験講座や受験料補助、合格奨励金支給などのサポートを行っており、教育課程内外の充実し

た取り組みを行っている。 

 

（学生の多様性を踏まえた履修指導、学習相談） 

評価の視点 2－2（3）、2－3、あるいは 2章（1）の長所で述べたとおりであるが、

ここでは入学前の段階から履修相談会を実施していることを取り上げたい。入学以後

の対応は当然に行うべきものであるが、本学知的財産専門職大学院では入学前から大

学院志願者を対象に所属教員全員が出席して個別相談会を実施しており、大学院に関

心ある方は学生であれ社会人であれ、入学する前に自身のキャリア志望に基づく履修

相談を行って授業計画までをも立てることができ、安心して授業に臨めるのである。 

 

（社会人の履修に配慮した時間割等） 

本学知的財産専門職大学院では、社会人に配慮した時間割設定と教育施設を設けている。

具体的には、昼夜開講制の採用のみならず、交通の便が良い大阪市北区梅田に本学教育施

設（大阪センター）を有し、平日夜間授業を実施していることは働きながらも学べる環境

整備の大きな長所である。 

 

（実務貢献型インターンシップ） 

先述の通り、本学知的財産専門職大学院のインターンシップでは、派遣先と派遣学生と

のマッチングを取る仕組みとその運営方法について、これまで多くのノウハウを蓄積して

おり、派遣先の要望と学生の希望を適正に取り込んだ効果的な取り組みを実践している。

また、グローバル人材育成にも繋がる取り組みとし、2012 年度からは海外インターンシッ

プ（台湾）も実施している。 

 

〔将来への取り組み・まとめ〕 

2 章（1）の長所で述べた、本学知的財産専門職大学院の長所であるきめ細やかな体制を

継続しつつ、加速度を増すグローバル化への対応として、国際交流、海外派遣等の機会を

増やすなど「グローバル人材育成プログラム」を一層充実したものとなるよう強化してい

く。 
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２－（３）成果等 

 

レベル
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ

修了者の進路

状況等の 

把握・公表 

2-28 修了者の進路状況等を把握し、この情報が学内や社会に

対して公表されているか。 

（「学教法施規」第 172 条の２） 

◎ 

 

 

［現状の説明］ 

本学知的財産専門職大学院では、就職部において修了生の最終的な進路を確認し、記録

している。これをもとに教職員に学内情報提供するのみならず、各種パンフレット、大学

院便覧、本学知的財産専門職大学院ホームページで広く社会に対しても公表し、本学にお

ける知的財産専門家の育成についてご理解を得ている。 

 

【根拠・参考資料】 

・資料 1-1：2012 年度専門職大学院便覧 

（P.30,31 就職について） 

・資料 1-2：2013 年度知的財産専門職大学院パンフレット 

（P.15 就職サポート） 

・資料：知的財産専門職大学院ホームページ 就職実績の欄 

（http://www.oit.ac.jp/ip/graduate/carrer/jisseki.html） 

 

 

レベル
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ

教育効果の評

価とその活用 

2-29 学位の授与状況、修了者の進路状況等を踏まえ、固有の

目的に即して教育効果を評価し、その結果を教育内容・

方法の改善に活用しているか。 

 

○

 

［現状の説明］ 

本学知的財産専門職大学院では、学位の授与状況や修了者の進路状況は研究科委員会で

報告しており、こうした結果を固有の目的である「知的財産実務の専門家養成」に照らし

て、教育効果を評価し、教育内容・方法の改善について教員間で議論し、活用している。 

高度専門職業人育成の目的を実現するために、先述した 2 コース（知的財産法専門家コ

ース、知的財産管理専門家コース）を設け、かつ、院生の志望等を基にきめ細かく履修指

導を行っており、これらの取り組みが教育評価につながっている。 
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本学知的財産専門職大学院では、文系・理系を問わず幅広い層の出身者や社会人の方を

受け入れ、各人毎に異なる一人ひとりの目標や方向性を十分考慮し、現職に見合ったキャ

リア拡充や、キャリアアップおよび新規就職を徹底サポートしている。院生の構成は社会

人が 2～3割であり、その他はいわゆる一般学生に該当し、これらの新規就職対象者は約 20

名である。本学知的財産専門職大学院の固有の目的である知的財産の高度な専門家育成に

即して教育効果を評価すれば、以下のとおりである。 

 

①社会人院生のキャリア拡充 

現職に見合ったキャリア拡充の例としては、弁護士が本学知的財産専門職大学院にて修

学し、知的財産の専門知識を習得することにより、その職域を知的財産の分野へ拡大して

いる例。弁理士が資格取得後に本学知的財産専門職大学院にて修学し、知的財産の実務能

力（例えば、特許明細書の読解、作成、権利化手続、知的財産契約実務、知的財産権利侵

害訴訟知職、国際知的財産業務等）を習得することにより、知的財産実務に備える例。ま

た、メーカー勤務の技術者が企業内の知的創造サイクルに関わる業務を遂行できる素養を

身に付ける例等が挙げられる。このキャリアアップの具体例として、電機メーカーの技術

畑で長年勤務したベテランが、従来の技術知識に知的財産の知識を加え、知的財産実務家

へと転進した等が典型的な例である。  

 

②一般学生の知的財産専門家へのキャリア構築  

知的財産修士（専門職）の学位を取得して就職し、社会人になる修了生は、修了時点ま

でにその多くが就職の内定を得ている。新規就職対象者の内、2011 年度は 84％（2010 年度

90％）が就職した。 新規就職者は出身学部での知識に加え、専門職大学院で知的財産の知

識を習得し、知的財産実務のプロとして、大手電機メーカー、大手輸送用機械メーカー、

大手光学器械メーカー、大手アミューズメント、ベンチャー等幅広い業種に就職している。  

特に女性修了生は、大手自動車系列の知的財産専門会社や、ベンチャーの知的財産部門の

責任者となるなど、著しい活躍をしている。新規就職者の特徴としては、業種が多様なこ

と、従業員 3,000 人以上の大手企業への就職が約 4 割と多いこと、ほぼ全員が知的財産関

連部門であることが挙げられる。このほかに特許事務所への就職者もいる。 

教育効果の評価にあたっては、修了生を受け入れている多数の企業や特許事務所との企

業懇談会を定例的に開催し、教員と院生が参加して意見交換を行い、修了生を受け入れる

企業側からの修了生の評価や要望を聴取し、専門家養成に当たっての教育内容・方法の改

善につなげている。その場には本学専門職大学院を修了して企業に就職し、社会人となっ

た修了生も参加して後輩の相談に乗り、意見や助言をしている。（2012 年には 11 月 28 日、

2011 年には 12 月 22 日に開催し、20 社を超える企業・特許事務所から参加いただいた。）  

さらに、本学知的財産専門職大学院が年複数回実施するオープンキャンパスに複数の修

了生を招き、自身の修学体験や就業体験を後輩に語り、大学院進学者・在籍者への大きな
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刺激を与えている。 

③専門資格の取得 

知的財産に関する専門資格の取得者も増加しつつあり、これも教育効果の一つの指標で

ある。弁理士国家試験については、本学大学院修了生から、2009 年度 1名、2010 年度 2名、

2011 年度 2 名と毎年最終合格者が出ている。また、知的財産管理技能検定に関しては、2

級合格者が 2009 年度 2 名、2010 年度 5 名、2011 年度 5 名(大学院生だけの数)と伸びてい

る。１級については 2011 年度には在学中の社会人大学院生が 1名、また、修了生から 1名

が合格するなど着実に成果をあげており、本学大学院の教育効果と言える。 

 

こうした結果を実務専門家育成の目的に照らして、更なる教育内容・方法の改善に活用

するために教員間で情報を共有し、検討し、活用している。そうした場が、評価の視点 1-6

に先述し、同 8-2 にて後述する本学知的財産専門職大学院における研究科委員会をはじめ

とする各委員会である。 

  

【根拠・参考資料】 

・基礎データ表 1（学位授与状況） 

・資料 1-1：2012 年度専門職大学院便覧（P.30,31 就職について「主な就職先」） 

・資料 1-2：2013 年度知的財産専門職大学院パンフレット 

（P.15 就職サポート「主な就職先」） 

・資料 2-17：過去 3年間の企業懇談会開催実績 

 

 

〔点検・評価〕 

・長所 

１．就職先関係者からの意見聴取実施 

 教育の成果を評価し、その結果を教育内容・方法の改善に活用する方法として、本学知的

財産専門職大学院の長所にあげられる点は、修了生を受け入れる採用側からの修了生の評価

や要望を直接聴取する場を定例的に持っていることである。その機会として、先述のとおり、

毎年実施している企業との懇談会（約 20 社超の企業、特許事務所等が参加）やインターン

シップ派遣先企業、特許事務所、法律事務所等との意見交換の場が挙げられる。評価の視点

2－29 で述べたとおり、本学知的財産専門職大学院の固有の目的である「知的財産実務の専

門家」を養成できているのかを確認するには、やはり修了生を受け入れてくれる企業や特許

事務所等の関係者から直接伺うことも重要と考えているからである。 

 

２．修了者の進路状況等を広く社会に対しても公表 

 本学知的財産専門職大学院の目的に沿って知的財産の素養を積んだ修了者を要請してき
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た成果は広く社会に公表することは、大きな長所の一つである。よって、本学では、これ

ら修了者の進路状況等を把握し、各種パンフレット、大学院便覧、大学ホームページ等で

広く社会に対しても公表し、本学における知的財産専門家の育成について認識を得ている。 

 

３．実務貢献型インターンシップを通しての社会貢献 

 本学知的財産専門職大学院におけるインターンシップは、派遣先の実務貢献型を特色と

している。このために、派遣先と派遣院生とのマッチングを取る仕組みとその運営方法に

ついてノウハウを蓄積しており、派遣先の要望と院生の希望を適正に取り込んだ効果的な

院生派遣を行っている。この方式は派遣先企業等でも本学の知的財産実務専門家育成に理

解と評価を得ており、より向上した専門家育成につなげているという長所がある。 

 

４．教員と院生との意見交換会による恒常的な教育改善 

 個別の授業評価について受講学生からのアンケート結果等を多角的に集約しつつ、各授

業の改善につなげることは必須であるが、教育課程やカリキュラム全体について有職社会

人院生をはじめとする全院生から意見を聴き、議論し検討する機会を持つことも極めて重

要である。本学知的財産専門職大学院では、先述した教員と院生の意見交換会を定例的に

開催して、その結果を教務委員会、企画委員会、研究科委員会等で議論、検討しており、

改善に活用していることも大きな長所である。 

 

〔将来への取り組み・まとめ〕 

 教育成果は一律的に、また短期的な評価・測定にはなじまず、社会的要請と院生のキャ

リアや志望を考慮して絶えざる教育上の改善・改訂を必要とし、そうした過程を経て、教

育の社会的成果の評価がなされるものである。したがって、将来の取り組みとして、社会

の急激な変化とともに、本学知的財産専門職大学院進学者の背景、志望動機、将来のビジ

ョン、社会人のキャリア等が多様化する中で、専門職大学院としてはそれに応じた取り組

みの強化を行っていかなければならない。グローバル人材育成への対応の一層の強化も必

要である。これまで、コース別や履修モデルの提示ときめ細かい履修指導・相談により対

応してきており、こうしたきめ細かい、院生の個々のニーズに対応した履修指導は今後と

も継続して行く。さらに、グローバル知的財産人材育成に対しても、知的財産法の基礎・

基幹教育から発展・応用・経営領域、国際法務領域、実務英語力の涵養へと系統的段階的

な修学に加え、実務インターンシップや国際交流、海外経験等の一連の修学機会を一層拡

充するように取り組んでいく。 
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３ 教員・教員組織 

 

レベル
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ

専任教員数 
3-1 専任教員数に関して、法令上の基準を遵守しているか。

（「告示第 53 号」第１条第１項） 
◎  

 

［現状の説明］ 

本学知的財産専門職大学院に所属する専任教員数は 17 名である。内訳は、実務家教員 10

名、教育上または研究上の業績を有する教員 3 名、知的財産学部と大学院知的財産研究科

兼担教員 4名、みなし教員 0名である。この人数は「平成 15 年度文部科学省告示第 53 号(専

門職大学院に関し必要な事項について定める件)」（以下、「告示第 53 号）という。」第 1条

第 1 項の定めに従って計算した専任教員数 12 名を上回り、法令上の基準を満たしている。 

 また、兼担教員に関しては、平成 26（2014 年度）以降、専任のみの教員数で基準を充足

する予定である。なお、法令上の必要専任教員数は修士課程を担当する研究指導教員数(法

学関係 5名)の 1.5 倍の数(7 名)＋研究指導補助教員数（法学関係 5名）＝12 名と、収容定

員に応じて算定される専任教員数 4 名(60 名/15 名)のいずれか大きいほうであり、本大学

院の場合は 12 名である。 

上述のとおり本学知的財産研究科の専任教員数は法令の基準を遵守している。 

 

【根拠・参考資料】 

・基礎データ表 2（教員組織） 

・資料 1-2：2013 年度知的財産専門職大学院パンフレット（P.17,18 教員紹介） 

・資料：知的財産専門職大学院ホームページ 専任教員の欄 

（http://www.oit.ac.jp/ip/graduate/education/teachers.html） 

 

 

レベル
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ

専任教員数 

3-2 専任教員は、１専攻に限り専任教員として取り扱われてい

るか。（「告示第 53 号」第１条第５項。なお、2013（平成

25）年度まで、専門職大学院設置基準附則２が適用され

る｡） 

◎ 

 

 

［現状の説明］ 

本学知的財産専門職大学院の専任教員 17 名は、本学知的財産研究科に限って専任教員と

 - 48 - 

http://www.oit.ac.jp/ip/graduate/education/teachers.html


されるものである。なお、専任教員のうち 4 名は専門職大学院設置基準附則 2 により、平

成 25（2013）年度までは知的財産学部の教員数に参入を認められた専任（兼担）教員であ

る。 

 

【根拠・参考資料】 

・基礎データ表 2（教員組織） 

・資料 1-2：2013 年度知的財産専門職大学院パンフレット（P.17,18 教員紹介） 

・資料：知的財産専門職大学院ホームページ 専任教員の欄 

（http://www.oit.ac.jp/ip/graduate/education/teachers.html） 

 

 

レベル
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ

専任教員数 
3-3 法令上必要とされる専任教員数の半数以上は、原則として

教授で構成されているか。（「告示第 53 号」第１条第６項） 
◎ 

 

 

［現状の説明］ 

本学知的財産専門職大学院においては、評価の視点 3－1 で述べた専任教員 17 名のうち

13 名は教授であり、法令上の要件は充足している。 

 

【根拠・参考資料】 

・基礎データ表 2（教員組織） 

・資料 1-2：2013 年度知的財産専門職大学院パンフレット 

（P.17,18 教員紹介） 

・資料：知的財産専門職大学院ホームページ 専任教員の欄 

（http://www.oit.ac.jp/ip/graduate/education/teachers.html） 

 

 

レベル
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ

専任教員と 

しての能力 

3-4 専任教員は、以下のいずれかに該当し、かつ、その担当す

る専門分野に関し高度の指導能力を備えているか。 

１ 専攻分野について、教育上又は研究上の業績を有する者 

２ 専攻分野について、高度の技術・技能を有する者 

３ 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有する者 

（「専門職」第５条） 

◎ 
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［現状の説明］ 

本学の専任教員の任用に当たっては、「大阪工業大学大学院教員選考規定」の下記条項に

該当する者のみが対象となる。 

 

(専門職大学院の授業担当教員の資格) 

第 5 条の 2 

 専門職大学院の教員となることができる者は、つぎの各号のいずれかに該当し、かつ、

その担当する専門分野に関し、高度の教育上の指導能力があると認められる者とする。 

イ 専攻分野について、教育上または研究上の業績を有する者 

ロ 専攻分野について、高度の技術・技能を有する者 

ハ 専攻分野について、特に優れた知識および経験を有する者 

 

このような基準を充足する者を対象として書類、教歴、面接等で選考を行うほか、任用

前にはその担当する専門分野に関し、高度の指導能力を備えている点を確認するために、

特別講義などを依頼して確認しており、専任教員としての能力に問題はない。 

 

【根拠・参考資料】 

・資料 3-1：大阪工業大学大学院教員選考規定 

・資料 1-2：2013 年度知的財産専門職大学院パンフレット 

（P.17,18 教員紹介） 

・資料：知的財産専門職大学院ホームページ 専任教員の欄 

（http://www.oit.ac.jp/ip/graduate/education/teachers.html） 

 

 

レベル
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ

専任教員と 

しての能力 

3-5 専任教員のうち実務家教員は、５年以上の実務経験を有

し、かつ、高度の実務能力を有する教員であるか。 

（「告示第 53 号」第２条第１項） 

◎ 

 

 

［現状の説明］ 

本学知的財産専門職大学院の実務家教員 10 名は下表のとおりいずれも 5年以上の実務経

験を有し、高度の実務能力を有する教員であり、専任教員として能力を満たしている。 
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教員の職階、経歴表 

番号 氏名 職階 経歴（主な前歴、職業経歴、国際経験等） 

1 田浪和生 
研究科長・

教授 

キヤノン㈱知的財産法務本部 契約・渉外センター所長 

知的財産部門勤務約 33 年、国際契約・訴訟経験豊富 

2 生駒正文 教授 
愛知産業大学経営学部 教授 

（株）マルマン特許課勤務、その後長年の教育研究歴 

3 髙島喜一 教授 
特許庁特許審査第一部 首席審査長 

特許審査・審判業務歴約 30 年 

4 森 正幸 教授 
特許庁 審判部審判長 

特許審査・審判業務歴約 30 年、WIPO 勤務等国際経験豊富 

5 髙橋 寛 教授 
総務省日本学術会議学術課長、文部科学省文化庁文化部著作権

課勤務。在ジュネーブ国際機関意等書記官等国際経験豊富 

6 平松幸男 教授 
NTT 知的財産センタ企画部担当部長 

日本電信電話公社（現 NTT）勤務 27 年、国際経験豊富 

7 岩本章吾 教授 
経済産業省中小企業庁制度審議室長 

公正取引委員会、総務庁等 25 年勤務、米国大学院修了 

8 岡本清秀 教授 
オムロン㈱知的財産担当部長 

知的財産部門勤務約 38 年、国際契約・訴訟経験豊富 

9 山﨑 攻 教授 
松下電器産業㈱知的財産権本部 本部長 

同社勤務約 33 年、研究開発本部長他。国際経験豊富 

10 才川伸二郎 教授 
パナソニック㈱IPR ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｶﾝﾊﾟﾆｰﾗｲｾﾝｽｾﾝﾀｰ総括担当部長 

知的財産部門勤務約 37 年、国際経験豊富 

11 山﨑寿郎 教授 
㈱日立製作所知的財産権本部 IP ﾋﾞｼﾞﾈｽ本部長 

知的財産部門勤務約 16 年、国際契約等経験豊富 

12 宇佐見弘文 教授 
武田薬品工業㈱知的財産部主席部員 

知的財産部門勤務約 33 年、国際経験豊富 

13 西岡 泉 教授 
㈱神鋼ソリューション知的財産室長 

知的財産部門主体に勤務約 36 年、国際契約等経験豊富 

14 都築 泉 准教授 
青山特許事務所、ｼﾞｰｻｰﾁ・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ営業部担当課長 

知的財産情報検索業務主体に約 25 年、国際経験豊富 

15 重冨貴光 准教授 
弁護士（大江橋法律事務所 パートナー） 

ニューヨーク州弁護士登録 

16 田中崇公 准教授 
弁護士（中之島中央法律事務所 パートナー） 

大阪弁護士会知的財産委員会副委員長、本学専門職大学院修了

17 冨宅 恵 准教授 
弁護士（イデア法律事務所） 

日本仲裁人協会仲裁人登録、本学専門職大学院修了 
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【根拠・参考資料】 

・資料 1-2：2013 年度知的財産専門職大学院パンフレット（P.17,18 教員紹介） 

・資料：知的財産専門職大学院ホームページ 専任教員の欄 

（http://www.oit.ac.jp/ip/graduate/education/teachers.html） 

 

 

レベル
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ

実務家教員の

割合 

3-6 専任教員のうち実務家教員の割合は、知的財産分野で必要

とされる専任教員数のおおむね３割以上であるか。 

（「告示第 53 号」第２条第１項、第２項） 

◎ 

 

 

［現状の説明］ 

 本学知的財産専門職大学院の専任教員 17 名中 10 名が実務家教員であり、大半は実務に

精通した教員で構成している。それ以外に分類される教員も相応の実務経験を有しており、

条件は十分充足している。 

 

【根拠・参考資料】 

・基礎データ表 2（教員組織） 

・資料 1-2：2013 年度知的財産専門職大学院パンフレット（P.17,18 教員紹介） 

・資料：知的財産専門職大学院ホームページ 専任教員の欄 

（http://www.oit.ac.jp/ip/graduate/education/teachers.html） 

 

 

レベル
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ

専任教員の 

分野構成・ 

科目配置 

3-7 知的財産分野の人材養成に共通の基盤となる、知的財産権

法に関する科目、経営・技術を含む周辺領域の知識や広い

視野を涵養する科目について専任教員が適切に配置され

ているか。 

○ 

 

 

［現状の説明］ 

知的財産権法に関する科目を配置する「知的財産基礎領域」および「知的財産基幹領域」

の 13 科目中 9科目を専任教員が担当、経営・技術を含む周辺領域の知識や広い視野を涵養

する科目を配置する領域のうち、「知的財産関連領域」は 3 科目すべて、「技術経営領域」

は 5科目中 4科目、「国際法務領域」は 8科目中 6科目を専任教員が担当しており、残りの
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「科学技術領域」は本学工学部・工学研究科の専任教員が中心となって担当している。 

このように、本学知的財産専門職大学院においては、かかる科目について専任教員を適

切に配置している。 

 

【根拠・参考資料】 

・資料 3-1：大阪工業大学大学院教員選考規定 

・資料 3-2：教員担当科目一覧 

・資料 1-2：2013 年度知的財産専門職大学院パンフレット（P.17,18 教員紹介） 

・資料：知的財産専門職大学院ホームページ 専任教員の欄 

（http://www.oit.ac.jp/ip/graduate/education/teachers.html） 

 

 

レベル
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ

専任教員の 

分野構成・ 

科目配置 

3-8 知的財産分野において実践性を重視する科目に実務家 

教員が配置されているか。 
○ 

 

 

［現状の説明］ 

 実践性を重視する科目は、「知的財産関連領域」、「技術経営領域」、「国際法務領域」、

「実務演習領域」に配置される科目が該当する。 

「知的財産関連領域」では主要な知的財産契約や知的財産訴訟を実務家教員が担当して

おり、「技術経営領域」では知的財産評価、知的財産情報分析、知的財産技術経営、知的

財産経営戦略、発明工学などの主要科目をそれぞれ実務家教員が担当している。また、「国

際法務領域」では、知的財産国際契約、知的財産国際訴訟、比較特許法、米国知的財産制

度、知的財産英語等の主要科目をそれぞれ実務家教員が担当しており、「実務演習領域」

では 4 科目中 3 科目を企業出身の実務家教員（専任）が中心に担当し、残り 1 科目も実務

家である弁理士（非常勤講師）が担当している。 

以上のとおり、本知的財産専門職大学院においては、知的財産分野において実践性を重

視する科目に実務家教員を配置している。 

 

【根拠・参考資料】 

・資料 3-2：教員担当科目一覧 

・資料 1-2：2013 年度知的財産専門職大学院パンフレット（P.17,18 教員紹介） 

・資料：知的財産専門職大学院ホームページ 専任教員の欄 

（http://www.oit.ac.jp/ip/graduate/education/teachers.html） 
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レベル
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ

専任教員の 

分野構成・ 

科目配置 

3-9 教育上主要と認められる授業科目については、原則とし

て、専任の教授又は准教授が配置されているか。 
○ 

 

 

［現状の説明］ 

知的財産のフィールドは広範な分野・領域にわたるため、「知的財産実務の専門家養成」

という本学知的財産専門職大学院の目的から、教育上主要とする科目は教育課程上の全領

域にわたるといえる。根拠資料 3-2 に示すとおり、大半の科目に専任の教授または准教授

を配置している。特に研究領域の「特別研究」は、必修科目に設定しており、担当教員は、

全員が専任の教授または准教授である。ただし、最新の事例を教育内容に取り入れる等で、

適宜、現役の実務家（非常勤講師）を科目担当とするなど、適切な配置を行っている。 

 

【根拠・参考資料】 

・資料 3-2：教員担当科目一覧 

・資料 1-2：2013 年度知的財産専門職大学院パンフレット 

（P.17,18 教員紹介） 

・資料：知的財産専門職大学院ホームページ 専任教員の欄 

（http://www.oit.ac.jp/ip/graduate/education/teachers.html） 

 

 

レベル
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ

専任教員の 

分野構成・ 

科目配置 

3-10 教育上主要と認められる授業科目を兼担・兼任教員が担

当する場合、その教員配置は、適切な基準・手続によっ

て行われているか。 

○ 

 

 

［現状の説明］ 

兼担・兼任教員の担当にあたっては、評価の視点 3－4で述べた専門職大学院の授業担当

教員の資格に適合する者としている。兼担教員（本学の別所属教員）の担当にかかる手続

きは特にないが、兼任教員（いわゆる学外の非常勤教員）については、「任用規定」および

「非常勤講師任用規定」に則り、適切な手続きを行っている。 

 

【根拠・参考資料】 

・資料 3-3：任用規定 
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・資料 3-4：非常勤講師任用規定 

 

 

レベル
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ

教員の構成 
3-11 専任教員は、年齢のバランスを考慮して適切に構成され

ているか。（「大学院」第８条第５項） 
◎ 

 

 

［現状の説明］ 

本学知的財産専門職大学院の専任教員は基礎データのとおり、大学院の専門的性格から

ある程度実務経験豊富な 60 歳代が中心となるのは当然であるが、その中でも 37 歳から 67

歳まで(30 歳代 3名、40 歳代 1名、50 歳代 3名、60 歳代 10 名)と幅広い年齢バランスを考

慮した組織となっており、全教員の平均年齢は 57 歳となっている。 

具体的には以下の表のとおりである。 

 

Ｎｏ 氏  名 職階 年齢（歳）

1 田浪和生 研究科長・教授 66 

２ 生駒正文 教授 67 

３ 髙島喜一 教授 63 

４ 森 正幸 教授 63 

５ 高橋 寛 教授 55 

６ 平松幸男 教授 59 

７ 岩本章吾 教授 58 

８ 岡本清秀 教授 67 

９ 山﨑 攻 教授 68 

１０ 才川伸二郎 教授 60 

１１ 山崎寿郎 教授 49 

１２ 宇佐見弘文 教授 66 

１３ 西岡 泉 教授 61 

１４ 都築 泉 准教授 64 

１５ 重冨貴光 准教授 38 

１６ 田中崇公 准教授 40 

１７ 冨宅 恵 准教授 40 

                 平均年齢５７．８歳 
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【根拠・参考資料】 

・基礎データ表 3（専任教員個別表） 

 

 

レベル
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ

教員の構成 
3-12 教員は、多様性（職業経歴、国際経験、性別等）を考慮

して適切に構成されているか。 
○ 

 

 

［現状の説明］ 

評価の視点 3－5で記載した「教員の職階、経歴表」のとおり、本学知的財産専門職大学

院の教員は、特許庁出身者、大手企業知財部門出身者、弁護士、弁理士有資格者など実務

経験が豊富で、多様性（職業経歴、国際経験、性別等）を考慮して適切に構成している。 

職業経歴については、産官学から教員を招聘していることは先述の「教員の職階、経歴

表」のとおりであり、実務家教員の多くはいずれもが各種の産業分野に長年の知的財産職

業経歴を有している。その経歴から判る通り、国際経験豊富な教員は 13 名＜田浪、森、高

橋、平松、岩本、岡本、山﨑（攻）、才川、山﨑（寿）、宇佐見、西岡、都築、重冨＞を数

える。性別は知的財産情報検索業務を専門とする女性教員が１人であり、他は男性である。 

 

【根拠・参考資料】 

・資料 1-2：2013 年度知的財産専門職大学院パンフレット（P.17,18 教員紹介） 

・資料：知的財産専門職大学院ホームページ 専任教員の欄 

（http://www.oit.ac.jp/ip/graduate/education/teachers.html） 

 

 

レベル
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ

教員の募集・

任免・昇格 

3-13 教授、准教授、講師、助教や客員教員、任期付き教員等

の教員組織編制のための基本的方針を有しており、それに

基づいた教員組織編制がなされているか。 

○ 

 

 

［現状の説明］ 

本学知的財産専門職大学院においては、教授、准教授、講師、助教や客員教員、任期付

き教員等の教員組織編制のための基本的方針を有しており、それに基づいた教員組織編制

がなされている。具体的には、大阪工業大学大学院学則第 3 条 4 項に定める知的財産専門

職大学院の目的（知的財研究科は、専門職課程として知的財産の保護と活用のために優れ

 - 56 - 

http://www.oit.ac.jp/ip/graduate/education/teachers.html


た意識と高度の知識・技能を備えた高度な専門的職業人を養成）を実現し得るに適う教員

を確保することを教員組織編制の基本方針とし、これに基づく教員組織を編成している。 

本学知的財産専門職大学院においては教員の採用・昇任に関する基本方針は、毎年、学

部長会議で学長から、教員組織の基本方針、期待する教員像、採用・昇任候補者の選考な

どの方針が示される。この学長方針の下、本学知的財産専門職大学院では、その固有の目

的を実現し得るに適う教員を確保することを教員組織編制の基本方針として、これに基づ

いて教授中心に教員組織を編成している。 

 

【根拠・参考資料】 

・資料 1-2：2013 年度知的財産専門職大学院パンフレット 

（P.17,18 教員紹介） 

・資料 3-5：2013 年度大阪工業大学教員人事について 

・資料：知的財産専門職大学院ホームページ 専任教員の欄 

（http://www.oit.ac.jp/ip/graduate/education/teachers.html） 

 

 

レベル
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ

教員の募集・

任免・昇格 

3-14 教員の募集・任免・昇格について、適切な内容の基準、

手続に関する規程が定められ、運用されているか。特に、

教育上の指導能力の評価が行われているか。 

○ 

 

 

［現状の説明］ 

教員の任用（募集、採用、昇任）にかかる基準や手続は「任用規定」のほか、「大阪工業

大学教員選考基準」「大阪工業大学大学院教員選考規程」、「特任教員規定」、「客員教員規定」

に明確に定め、適切に運用している。 

また、教育上の指導能力は、採用時（公募時）には教育業績を含めた業績書に加え、教

育に関するレポートにより評価している。また、昇任時には特別に講義の機会を設けるな

どにより指導能力を確認し、さらに授業参観、学生授業アンケートの結果等を加味した教

員評価によって判断するほか、同様の業績書の提出を求め、学長、研究科長ほかによる評

価を行うこととしている。 

 なお、任用の手続は上記の基準・評価の下、知的財産研究科教員選考委員会の議を経て、

学長が理事長に上程することとしている。 
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【根拠・参考資料】 

・資料 3-1：大阪工業大学大学院教員選考規定 

・資料 3-3：任用規定 

 ・資料 3-6：大阪工業大学教員選考基準 

 ・資料 3-7：大阪工業大学知的財産研究科教員選考委員会規定 

 ・資料 3-8：特任教員規定 

 ・資料 3-9：客員教員規定 

 

 

レベル
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ

専任教員の 

教育研究条件 

3-15 専任教員の授業担当時間は、教育の準備、研究に配慮し

たものとなっているか。 
○ 

 

 

［現状の説明］ 

教員の授業担当時間については、「専任教員の授業担当時間に関する規定」に定めており、

担当授業時間の過重による教育効果の低下および研究の阻害を防止するため、1週あたりの

担当時間に上限（教育職員 26 時間）を設けている。なお、本学知的財産専門職大学院の専

任教員の授業担当時間数は下表に示すとおりで、全体の専任教員の週当たりの授業担当時

間は平均 11.2 時間となっており、極端に授業時間に負担がかかっている教員はおらず、教

育の準備、研究に配慮したものとなっている。 

 

2012 年 5 月 1日現在 

（注）ｈは時間、端数は同一科目を複数教員で担当した場合等に生じる。 

No 氏  名 職階 授業担当時間（週） 

1 田浪和生 研究科長・教授 10.9 h 

2 生駒正文 教授 16.6 h 

3 髙島喜一 教授 15.1 h 

4 森 正幸 教授 15.6 h 

5 高橋 寛 教授 15.6 h 

6 平松幸男 教授 17.5 h 

7 岩本章吾 教授 16.0 h 

8 岡本清秀 教授 11.0 h  

9 山﨑 攻 教授 13.3 h  

10 才川伸二郎 教授 7.6 h  

11 山崎寿郎 教授 7.0 h  
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12 宇佐見弘文 教授 12.0 h  

13 西岡 泉 教授 8.3 h  

14 都築 泉 准教授 17.4 h  

15 重冨貴光 准教授 1.6 h 

16 田中崇公 准教授 2.3 h 

17 冨宅 恵 准教授 1.6 h 

 

【根拠・参考資料】 

・基礎データ表 3（専任教員個別表） 

・資料 3-10：専任教員の授業担当時間に関する規定 

 

 

レベル
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ

専任教員の 

教育研究条件 

3-16 専任教員に対する個人研究費が適切に配分されている

か。 
○ 

 

 

［現状の説明］ 

本学知的財産専門職大学院の専任教員の個人研究費としては、2011 年度の例では一律 15

万円、その他研究助成金として 1 人当たり 12 万円の年額合計 27 万円を配分しており、概

ね充足している。使用状況に個人差があるため、不足する場合は必要により予算残額から

流用等をすることで対応している。また、これとは別に大学院共通図書予算約 408 万円を

計上している。 

 

【根拠・参考資料】 

・資料 3-11：2011 年大学院度個人研究費配分表 

 

 

レベル
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ

専任教員の 

教育研究条件 

3-17 専任教員の個別研究室の整備等、十分な教育研究環境が

用意されているか。 
○ 

 

 

［現状の説明］ 

本学知的財産専門職大学院では教員研究室は 13 室あり、1室約 27 ㎡となっている。研究

室は 10 室の個室と、3 室の共用室で構成されている。各研究室では専任教員の研究ならび
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に教育に必要な教育研究環境として十分な設備を備えている。なお、大阪センターについ

ては共用施設につき、講義室 5室のほかに講師室を 1室、講師用会議室を 3室備えており、

夜間の講義環境としては十分である。 

 

【専門職大学院 主要施設・設備 概要】 

区分 室数 概要 

大学院教員室 13 1 室約 27 ㎡、個室または共用 

 

【根拠・参考資料】 

 ・資料 3-12：1 号館 8～10 階施設配置図 

・資料：大阪センター（http://www.josho.ac.jp/facility/osakacenter.html） 

 

 

レベル
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ

専任教員の 

教育研究条件 

3-18 専任教員の教育研究活動に必要な機会（研究専念期間制

度等）が保証されているか。 

 
○

 

［現状の説明］ 

本学知的財産専門職大学院の固有の目的が、知的財産にかかる高度専門職業人の養成で

あるゆえに高度な専門性や実務経験豊富な教員を擁しており、こうした教員の教育研究活

動に必要な機会が得られるよう、授業時間は過度な負担とならないよう配慮している。 

また、各教員は研究成果を本学知的財産専門職大学院が発行する論文集「知的財産専門

研究」へ寄稿するとともに、学会への参加と発表等、教育研究活動に必要な機会が十分与

えられている。 

 

 

レベル
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ

教育研究活動

等の評価 

3-19 専任教員の教育活動、研究活動、社会貢献、組織内運営

等への貢献について、適切に評価する仕組みが整備され

ているか。 

 

○

 

［現状の説明］ 

本学知的財産専門職大学院では教員評価制度を導入している。専任教員を対象に毎年 1

回前年度の教育・研究活動を評価するもので、各教員自身が自己評価書の提出を行い、研
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究科専攻幹事、研究科長がこれを評価し、これらを学長に提出する仕組みを整備している。

評価項目は、①教育、②研究、③大学運営、④社会貢献の 4 分野であり、それらの 4 分野

の評価に占める割合は、職階に応じて適正となる割合としている。 

 また、教育研究活動をはじめ著しい活躍、貢献をした教員に対して「大阪工業大学知的

財産研究科教員表彰規定」に基づき表彰する制度が設けられている。 

 

【根拠・参考資料】 

 ・資料 3-13：2011 年度教員評価制度様式 

 ・資料 3-14：過去の表彰実績 

 ・資料 3-15：大阪工業大学大学院知的財産研究科教員表彰規定 

 

 

レベル
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ

特色ある 

取組み 

3-20 教員組織について、特色ある取組みがあるか。また、そ

の具体的な内容とは何か。 

 
○

 

［現状の説明］ 

本学知的財産専門職大学院での、教員組織における特色ある取組みは、評価の視点 1－6、

3－5、3－12 で述べたとおり、経験豊富な実務家教員を確保している点である。 

具体的には、知的財産行政にかかわる特許庁、経済産業省、文部科学省において長年特

許等の審査・審判実務に従事した専門家、また、独占禁止法にかかる行政を担当した専門

家、各業界を代表する民間企業（例、NTT（株）、オムロン（株）、キヤノン（株）、（株）ジ

ー・サーチ、（株）神鋼環境ソリューション、武田薬品工業（株）、パナソニック（株）、（株）

日立製作所等）において知的財産部門の第一線で活躍した実務専門家および知的財産実務

を取扱う弁護士・弁理士等を教員として迎え、知的財産の専門家として活躍するために必

要な法律知識と実務能力を学べる専門教育を実施し、実践的な講義を展開している。 

 

【根拠・参考資料】 

・資料 1-2：2013 年度知的財産専門職大学院パンフレット（P.17,18 教員紹介） 

・資料：知的財産専門職大学院ホームページ 専任教員の欄 

（http://www.oit.ac.jp/ip/graduate/education/teachers.html） 

・資料：評価の視点 3－5で記載した「教員の職階、経歴表」 
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〔点検・評価〕 

・長所 

（経験豊富な実務家教員の確保） 

 教員組織は本学知的財産専門職大学院の固有の目的を実現するうえで最も重要な要素で

あるとの認識の下、知的財産行政にかかわる特許庁、経済産業省、文部科学省において長年

特許等の審査・審判実務に従事した専門家、また、独占禁止法にかかる行政を担当した専門

家、各業界を代表する民間企業において知的財産部門の第一線で活躍した実務専門家および

知的財産実務を取扱う弁護士・弁理士等を教員として迎えている。 

 

・問題点 

 教員組織は研究分野、年齢的バランス等を考慮して、順次世代交代を図っていかなければ

ならない点が挙げられる。 

 

〔将来への取り組み・まとめ〕 

 専門職大学院では、実務家教員は豊富な実務経験を有するのみならず、教員としての資

質を備えた人物でなければ務まらない。円滑に世代交代を図るためにも、こうした教員を

新規に任用していく努力を継続していく。 
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４ 学生の受け入れ 

 

レベル
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ

学生の 

受け入れ方針

等 

4-1 固有の目的に即した学生の受け入れ方針、選抜基準・方

法・手続が設定されているか。 
○ 

 

 

 

［現状の説明］ 

 本学知的財産専門職大学院では、固有の目的に即した受け入れ方針（アドミッションポ

リシー）、求める人材像を次のとおり定めており、かつ公平で客観的な入学試験による選抜

基準・方法・手続を採用している。その詳細は、「2013 年度大学院学生募集要項」の知的財

産研究科の欄に記載のとおりであるが、学部からの学内進学者入試をはじめ、一般入試、

社会人入試いずれも年間 3回（2011 年度では 7月、11 月、2月；11 月は留学生入学試験を

含む）の入学試験を実施し、広く社会に門戸を開いている。 

選考方法として学生の受け入れ方針（アドミッションポリシー）に則った人物像を確認

するために、本学知的財産専門職大学院入学希望者には、入学試験前に大学院所属教員が

個別面談し、当該希望者の志望動機や人物確認を行っている。さらに入学試験による選考

方法として出願書類に出願理由書を加えた上で、社会人には業務履歴の提出を求め、論文・

面接試問に加えて書類審査により総合的、客観的に判定している。 

 

 アドミッションポリシー 

知的財産研究科では、時代の要請に応えて知的財産の保護と活用に貢献し、国際的に 

活躍できる、高度の知識・技能を有した専門的職業人を養成します。このために自らの

キャリアと能力形成に意欲的であって、惜しみなく努力する人材を広く求めます。 

求める人材像  

・知的財産に関する高度の専門能力を有する専門家として産業界で活躍をめざす人 

・弁理士等の高度の専門資格を有して、知的財産の保護に貢献できることをめざす人 

・企業において知的財産部門等に所属して、知的財産の管理と戦略的活用に組織的に貢

献することをめざす人 

 ・知的財産の国際的な移転、活用に関心があり、その促進に貢献することをめざす人  

 

【根拠・参考資料】 

・資料 1-4：2013 年度大学院学生募集要項 

・資料 1-2：2013 年度知的財産専門職大学院パンフレット 

（P.20 教育方針、P21 募集要項） 
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・資料：知的財産専門職大学院ホームページ 教育方針の欄 

（http://www.oit.ac.jp/ip/graduate/curriculum/policy.html） 

・資料：知的財産専門職大学院ホームページ 入試についての欄 

（http://www.oit.ac.jp/ip/graduate/enrollment/annai.html） 

 

 

レベル
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ

学生の 

受け入れ方針

等 

4-2 学生の受け入れ方針、選抜方法・手続が、事前に入学志願

者をはじめ広く社会に公表されているか。 

（「学教法施規」第 172 条の２） 

◎ 

 

 

［現状の説明］ 

評価の視点 4－2で述べた本学知的財産専門職大学院の学生の受け入れ方針、選抜方法・

手続は、募集要項、大学院パンフレット、本学および知的財産専門職大学院ホームページ

において事前に入学志願者をはじめ広く社会に公表している。また、知的財産専門職大学

院説明会を大学院所属教員と職員が参加する形で、社会人の便宜を配慮した時間（19：00

から）と場所（大阪センター）において年に 2 回実施し、大学院での学習に関心を持つ方

が自由に参加して説明を受け、進学相談を受けられるように配慮している。 

 

【根拠・参考資料】 

・資料 1-4：2013 年度大学院学生募集要項 

・資料 1-2：2013 年度知的財産専門職大学院パンフレット 

（P.20 教育方針、P21 募集要項） 

・資料：大阪工業大学ホームページ 大学院入試 知的財産研究科の欄 

（http://www.oit.ac.jp/japanese/juken/daigakuin/index.html） 

・資料：知的財産専門職大学院ホームページ 教育方針の欄 

（http://www.oit.ac.jp/ip/graduate/curriculum/policy.html） 

・資料：知的財産専門職大学院ホームページ 入試についての欄 

（http://www.oit.ac.jp/ip/graduate/enrollment/annai.html） 
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レベル
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ

学生の 

受け入れ方針

等 

4-3 入学者選抜にあたっては、学生の受け入れ方針、選抜基

準・方法に適った学生を的確かつ客観的な評価によって受

け入れているか。 

○ 

 

 

［現状の説明］ 

本学知的財産専門職大学院では、学生の受け入れ方針（アドミッションポリシー）に則

り、入学試験による選抜方法を採用し、学生を公平、的確、かつ客観的な評価によって受

け入れている。 

特に、学生の受け入れ方針（アドミッションポリシー）に則った人物像を確認するため

に、本学知的財産専門職大学院入学希望者には、入学試験の事前に大学院所属教員が個別

に面談し、当該希望者の志望動機や人物確認を行っている。さらに入学試験による選考方

法として出願書類に出願理由書を加えた上で、社会人には業務履歴の提出を求め、論文・

面接試問に加えて書類審査により総合的、客観的に判定している。 

判定方法は、研究科長、専攻幹事の指揮下で複数の教員からなる試験委員（通常 2 名 1

組）のチームを形成し、出願書類を精査したうえで、論文試験（90 分）を実施し、当該試

験委員が評価したうえで面接試問を実施する。面接では論文の内容を確認するとともに必

要な事項について試問を行い、その後に当該試験委員が結果をそれぞれ「A」・「B」・「C」3

段階評価で合否の一次判定を行い、研究科長が最終的な判定をして合否を決めている。入

学者選抜に当たって国籍、出身学部による区別、社会人か一般学生かによる区別は一切し

ておらず、客観的な入学試験とその手続による入学者選抜を実施している。 

 

【根拠・参考資料】 

・資料 1-4：2013 年度大学院学生募集要項 

・資料 1-2：2013 年度知的財産専門職大学院パンフレット 

（P.20 教育方針、P21 募集要項） 

・資料：大阪工業大学ホームページ 大学院入試 知的財産研究科の欄 

（http://www.oit.ac.jp/japanese/juken/daigakuin/index.html） 

・資料：知的財産専門職大学院ホームページ 教育方針の欄 

（http://www.oit.ac.jp/ip/graduate/curriculum/policy.html） 

・資料：知的財産専門職大学院ホームページ 入試についての欄 

（http://www.oit.ac.jp/ip/graduate/enrollment/annai.html） 
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レベル
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ

定員管理 

4-4 教育にふさわしい環境を継続的に確保するために、入学定

員に対する入学者数、学生収容定員に対する在籍学生数は

適正に管理されているか。（「大学院」第 10 条第３項） 

◎ 

 

 

［現状の説明］ 

過去 5 年度の 5 月 1 日現在の入学者数、在籍学生数は下表の通りであり、年度により倍

率に変動はあるが、1.61 が最高であり、入学定員に対する入学者数、学生収容定員に対す

る在籍学生数は概ね適正な範囲で管理している。 

下表にこれらの年度の具体的なデータ（入学者数、社会人学生数、留学生数、在籍学生

数、倍率）を示した。 

                             各年度 5月 1日現在 

年度 入学定員 入学者数 倍率 収容定員 在籍学生数 倍率 

2008 30 34（15）<0> 1.13 60 77(28)<3> 1.28 

2009 30 44（7）<2> 1.46 60 79(24)<4> 1.31 

2010 30 48（9）<4> 1.60 60 97(21)<6> 1.61 

2011 30 31（6）<4> 1.03 60 83(16)<9> 1.38 

2012 30 27（6）<3> 0.90 60 62(10)<11> 1.05 

             ( )は社会人学生 < >は留学生数を示す 

 

 

レベル
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ

実施体制 
4-5 入学者選抜が、責任ある実施体制の下で、適切かつ公正に

実施されているか。 
○ 

 

 

［現状の説明］ 

本学知的財産専門職大学院では、評価の視点 4-3 において先述した通り、入学者選抜に

当たって研究科長、専攻幹事の指揮下で大学院所属専任教員が事前面談（原則 1 名の教員

による面接を必須とし、その後に研究科長による面接を実施する場合もある。）、書類選考、

論文採点、口頭試問等を試験委員チーム (通常 2 名 1 組) を形成して合否の一次判定を行

い、最終的には研究科長が総合的に判定をして合否を決めており、責任ある実施体制の下

で、適切かつ公正に実施している。学部からの内部進学者の選抜についても、まったく同

様である。 
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【根拠・参考資料】 

・資料 4-1：入試役務分担表 

 

 

レベル
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ

入学者選抜 

方法の検証 

4-6 学生の受け入れ方針、選抜基準・方法等の学生受け入れの

あり方について、継続的に検証する組織体制・仕組みが確

立されているか。 

 

○

 

［現状の説明］ 

学長、学部長・研究科長、入試部門長による全学的な学生募集方針策定のもと、知的財

産専門職大学院においては、学生募集並びに院生の受け入れ方針、選抜基準・方法等の学

生受け入れの具体的あり方について、研究科委員会で審議・決定しており、入試実績、結

果を踏まえてその内容を継続的に検証している。 

 

【根拠・参考資料】 

・ 資料 4-2：大阪工業大学大学院知的財産研究科委員会規定 

 

 

レベル
項目 

評価の視点 

 Ⅰ Ⅱ

特色ある 

取組み 

4-7 学生の受け入れについて、特色ある取組みを行っている

か。また、その具体的な内容とは何か。 

 
○

 

［現状の説明］ 

本学知的財産専門職大学院においては、学生の受け入れについて、特色ある取組みを行

っている。具体的には、以下のものがある。 

 

・社会人の受け入れ 

知的財産は生涯教育の一環としてなされるものであり、そのために多様な背景やキャリ

アを持つ社会人を受け入れており、多くの有職社会人の利便性を考慮したカリキュラム、

昼夜開講、土曜授業、時間割編成、修士論文指導体制を構築している。在籍者に占める社

会人の比率は約 20％である。（2012 年 5 月 1日現在） 
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・早期進学制度 

本学知的財産学部を卒業し、知的財産専門職大学院に進学を志望する学生についての配

慮として、「早期進学制度」（大阪工業大学学則第 31 条 2 項）がある。（もちろん、知的財

産学部の 4年次を卒業して、大学院に進学する方法もある。） 

この制度は学部生として 3 年以上在学し、本学知的財産専門職大学院への進学を希望し

ている者で、学部の定める卒業要件を満たし、かつ、優秀な成績を修めたと認めた場合に

学部長が推薦し、教授会の議を経て卒業を認め、本学知的財産専門職大学院の入学試験に

合格したうえで、大学院へ早期に進学することができるものである。 

この「早期進学制度」により、優秀な学部生に本学知的財産専門職大学院進学の門戸を

通常より１年早く開くことができ、当該学生にとっては学費負担の節減、より高次元の教

育を享受できるメリットがあり、本学知的財産専門職大学院にとっても、学部・大学院と

学生を一貫教育することができ、高度な専門知識を有する人材養成が可能となるメリット

がある。 

 

・留学生の受け入れ 

近年、本学知的財産専門職大学院に入学する中国からの留学生は増えている。また、先

述した本学の英語による夏期集中講義に台湾等の提携大学から 30名以上の院生を短期留学

生として受け入れている。これらの留学生は言語能力も優れ、修学意欲も高く、彼らと交

流することで本学知的財産専門職大学院在籍の日本人院生にとっても良い修学上の刺激を

与えている。 

  

・科目等履修制度 

 本学知的財産専門職大学院では、科目等履修制度により、企業・法律事務所・特許事務

所等に勤務する社会人の方々に任意に選んだ科目単位で受講していただく機会を設けてい

る。1科目のみを受講することも可能であり、所定の成績を修めた場合には単位が認定され

る。  

 また、入学後の単位に算入（最大 16 単位）可能であり、本制度を通じて広く地元の社会

人の方々に対して、教育機関として一層の貢献を目指している。 

 

【根拠・参考資料】 

・資料 4-3：大阪工業大学学則 

・資料 4-4：早期進学説明会資料 

・資料 4-5：大学院進学のすすめ 
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〔点検・評価〕 

・長所 

2 章で述べたきめ細かな教育体制と同様、学生の受け入れにおいても発揮しているきめ細

かな対応が長所に挙げられる。評価の視点 4-3 で述べたとおり、本学知的財産専門職大学

院の入学希望者には、入学試験までに大学院所属教員と個別に面談することを必須として

おり、教員は希望者の志望動機や人物確認を直接行っている。この取り組みにより、希望

者が抱くイメージと実際とのミスマッチを減らすことができるほか、入学試験を受ける前

の段階から、希望者に入学後の修学についての安心感を与えることができている。 

 

・問題点 

本学知的財産専門職大学院に入学する留学生は非常に優秀な学生が多く、日本人学生に

好影響を与えている。グローバルに活躍する人材を養成するうえでも、優秀な留学生確保

は課題である。 

 

〔将来への取り組み・まとめ〕 

学生の受け入れに関して、本学知的財産専門職大学院は多くの取り組み（社会人受入れ、

知的財産学部からの早期進学制度による受入れ、科目等履修制度による履修生受入れ、台

湾、中国等からの留学生の受入れ）を行ってきている。特に留学生確保は、共に学ぶ日本

人院生のグローバル人材育成への対応と共に、今後その受け入れ体制の整備を順次行って

いかなければならない課題となっている。留学生を確保するために、例えば中国語のホー

ムページを充実するなど今後様々な対応を検討していきたい。 
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５ 学生支援 

 

レベル
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ

学生生活への 

相談・支援 

5-1 学生生活に関する相談・支援体制が適切に整備され、効果

的に行われているか。 
○ 

 

 

 

［現状の説明］ 

本学知的財産専門職大学院では、学生生活に関する相談・支援を学生部学生課で行って

おり、学生生活を送るうえで出会う様々な悩みや問題について対応している。学生部学生

課では受け付けた相談内容に応じ、学業等に関することであれば学部、大学院の学生担当

委員、対人関係、性格の悩み、心の相談等については心理カウンセラー（予約制）や心療

内科医などに、健康に関することは保健室に取り次ぐことで問題解決をはかる手助けを行

っている。このような情報は本学ホームページに掲載しているほか、ガイダンス等におい

て学生に周知している。また、相談取扱い時間は学生部学生課が 9：00～18：30 までの間

に対応する一方、保健室での学生相談は月曜から金曜日に各カウンセラー、診療内科医ご

とに相談時間帯を設定している。なお、社会人院生に対しては、大阪センターにおける夜

間の授業時間帯ではなく、必要に応じて平日を主体とする上記の時間帯で対応する旨を説

明している。 

 また、教員による学生生活に関する相談・支援体制も入学時から 1年次前期においては、

履修指導教員が、また 1 年次後期から 2 年次においては、特別研究担当ゼミ教員が同じく

個別に相談に乗り、教員による支援体制も適切に整備し、効果的に行っている。 

 

【根拠・参考資料】 

・資料：大阪工業大学ホームページ 学生相談 

（http://www.oit.ac.jp/japanese/gakusei/counseling.html） 

 

 

レベル
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ

各種ハラスメ

ントへの対応 

5-2 各種ハラスメントに関する規程及び相談体制が適切に整

備され、それが学生に周知されているか。 
○ 

 

 

［現状の説明］ 

本学では、「セクシャル・ハラスメント」「アカデミック・ハラスメント」「パワー・ハラ

スメント」等のハラスメントを人権侵害に該当するものとし、すべての学生が個人として
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尊重され、人権を侵害されることなく就学できる環境を整えることを目的とし、人権侵害

に対応するためにハラスメントに関する相談員による相談窓口を設けている。 

このような情報は、大学院便覧、大学ホームページに掲載しているほか、学生部学生課

でリーフレットを作成してガイダンス等において学生に周知している。 

 

【根拠・参考資料】 

・資料 1-1：2012 年度専門職大学院便覧（P.28 ハラスメント） 

・資料：大阪工業大学ホームページ ハラスメントへの取り組み 

（http://www.oit.ac.jp/japanese/oit/harassment.html） 

・資料 5-1：リーフレット「ハラスメントのないキャンパスライフのために」 

 

 

レベル
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ

学生への 

経済的支援 

5-3 奨学金その他の学生への経済的支援についての相談・支援

体制が適切に整備されているか。 
○ 

 

 

［現状の説明］ 

本学知的財産専門職大学院では、奨学金その他の学生への経済的支援についての相談・

支援体制は学生部学生課で行っている。学生部学生課で扱う学生への経済的支援について

の取り組みは奨学金制度として、①大阪工業大学大学院学内奨学金（給付型）、②日本学

生支援機構奨学金、③その他地方公共団体、民間団体等奨学金などがあり、これらの受給

相談等に個別に応じている。2011 年度の受給実績は、①大阪工業大学大学院学内奨学金（給

付型）1年次 11 名（内 1名を特待奨学生として年間の授業料相当額を 2年間支給、10 名

を一般奨学生として年間の授業料半額相当額を支給）、2年次 10 名（一般奨学生として年

間の授業料半額相当額を支給）、②日本学生支援機構奨学金(貸与型)1 年次 2名、2年次 1

名、③その他留学生関係奨学金 7名であった。 

また、緊急に現金が必要となった学生に対しては本学独自の「学生貸付金」という、 

無担保・無利息の短期貸付制度を利用することができる。 

この他学費納入等を含め、学生の経済的な相談には学生部学生課窓口において対応して 

いる。 

 

【根拠・参考資料】 

・資料 5-2：大阪工業大学学内奨学金規定 

・資料 1-1：2012 年度専門職大学院便覧（P.23 奨学金制度等） 

・資料 5-3：大学院奨学金のしおり 
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・資料：大阪工業大学ホームページ 奨学金制度 

（http://www.oit.ac.jp/japanese/gakusei/scholarship.html） 

・資料 5-4：学生貸付金規約 

・資料：大阪工業大学ホームページ 学生貸付金 

（http://www.oit.ac.jp/japanese/gakusei/sholar.html） 

 

 

レベル
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ

進路等の 

相談・支援 

5-4 学生の課程修了後を見越したキャリア形成の支援、進路選

択等に関わる相談・支援体制が適切に整備され、効果的に

行われているか。 

○ 

 

 

［現状の説明］ 

本学知的財産専門職大学院では、学生がその能力および適性、志望に応じて主体的に進

路を選択できるよう以下の支援体制を整備しており、これらが効果的に行われている。 

 

①就職部就職課における支援体制 

本学知的財産専門職大学院在籍院生を対象に就職部就職課において個別に院生の志望に

応じてきめ細かく必要な情報の収集・管理・適用、ガイダンス、指導、助言を行っている。

進路の内定状況に関しては大学院の就職担当教員と就職部就職課職員が連携して適時その

状況を把握し、その過程で未内定者に対して求人情報の提供や面接練習、エントリーシー

ト作成、進路面談など進路内定に向けたキャリアカウンセリングを展開して、学生に満足

度の高い、より良い進路選択が行えるよう、そのモチベーションを維持する取り組みを施

している。 

 

②インターンシップ（就業体験） 

本学知的財産専門職大学院では、約 80％に当たる一般学生（有職社会人ではない）を対

象に、授業科目として「インターンシップ」を配置し、派遣先にも貢献する実務貢献型の

インターンシップとして運用している。これには 2012 年度から海外インターンシップをも

加えた。このために、担当する実務家教員を産業別に配置し、派遣院生の派遣先への紹介

から引率並びに派遣期間中の院生からの報告と質問への対応等きめ細かく対応しており、

在学中のインターンシップにおける就業体験は進路選択に際して大きな役割を担っている。

派遣先からの評価も高く、請われて就職する事例も出ている。 

 

③ゼミ担当教員による進路支援 
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修士論文の作成のために担当するゼミ教員は、所属院生の人物像や志望を良く知る立場

にあることから、本学では当該ゼミ担当教員が進路選択等においても個別にゼミ所属院生

にきめ細かく指導を行っている。就職部就職課にて収集した求人情報を教員と院生の双方

で共有し、的確な進路指導を実施している。 

  

④大学院研究科における組織的な支援 

 上記の進路支援・就職支援活動に加えて、2月に面接練習を兼ねた個別面接指導を、また

12 月には多数の企業等関係者や特許事務所弁理士を招いて企業懇談会を実施し、就職希望

院生の修学成果発表や進路の懇談を実施している。さらに就職講演会や企業懇話会も実施

している。院生にはこれらの行事への参加を指導して就職支援を強化している。 

 

【根拠・参考資料】 

・資料 5-5：大阪工業大学生のための就職情報誌 Osaka Institute of Technology2013 

・資料 5-6：大阪工業大学就職委員会規定 

・資料 2-18：過去 3年間の企業懇談会開催とその参加者リスト 

 

 

レベル
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ

障がいのある

者、留学生、

社会人学生へ

の配慮 

5-5 障がいのある者、留学生、社会人学生等を受け入れるため

の支援体制が適切に整備され、支援が行われているか。 

 

○

 

［現状の説明］ 

本学知的財産専門職大学院においては障がいのある者の受入事例は少ない。しかし、大学

全体としては受け入れ実績があり、その対応として支援体制を適切に整備し、支援を行っ

ている。具体的には、専門職大学院のある大宮キャンパス 1 号館には身体障害者用のトイ

レを設置するとともに、エレベーターを設置し、建物内をバリアフリー化している。この

ほか食堂、図書館等学生が通常利用する主な施設にもエレベーターを設置し、バリアフリ

ー化を図っている。また、公共交通機関での通学が困難な学生には自動車通学を認め、駐

車専用スペースの提供を行うことができる。また、大阪センターに関しては借用施設であ

るが、スロープ、エレベーター、エスカレーターの設置等により、バリアフリーが図られ

ている。障がいの程度とその対応については、入学前の事前相談において問題点を確認し

て対処可能と考えている。 

留学生については、すでに台湾、中国から多数の学生を受け入れている実績がある。学
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生部学生課において①住居の紹介、②経済扶助については学内奨学金、各種民間団体奨学

金の紹介、学生貸付金の紹介、③外国人登録や医療関係事項などの在留手続きの指導など

を行っており、また、就職部就職課では修了後の進路指導支援も行っている。 

社会人については、平日（月～金曜日）昼間の授業に加えて、同じ授業（実務演習領域・

科学技術領域を除く）を夜間（6～7 時限）に本学教育施設である大阪センターでも開講し

ている。また、土曜日はコア・デイとして大宮キャンパスにてフルタイムで開講し、仕事

と勉学の両立を図りながら教育課程を修了することができる昼夜開講体制としている。 

また、授業時間外のキャンパス外での学習をサポートするため、カリキュラム、シラバス、

教材に関してはインターネット上で公開し、学修支援を行っている。 

 

【根拠・参考資料】 

 ・資料 1-1：専門職大学院便覧（P.38,39 教室・研究室等配置図） 

・資料 5-7：留学生活の手引き 

・資料 1-2：2013 年度知的財産専門職大学院パンフレット（P.5 昼夜開講制） 

・資料：学校法人常翔学園ホームページ 学生用宿舎「国際会館」 

（http://www.josho.ac.jp/facility/kokusaikaikan.html） 

 

 

レベル
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ

特色ある 

取組み 

5-6 学生支援について、特色ある取組みを行っているか。また、

その具体的な内容とは何か。 

 
○

 

［現状の説明］ 

 本学知的財産専門職大学院においては、学生支援について特色ある取組みを行っている。

具体的には、以下のものがあげられる。 

 

（大学側の費用負担による海外短期留学） 

①米国ワシントン大学ロースクール先端知的財産研究センター(CASRIP: The Center for 

Advanced Research and Study on Intellectual Property, University of Washington）

の夏期集中講座プログラムに、大学が毎年 2 名程度の院生を１人当たり 100 万円負担し

て 2008 年度より毎年派遣しており、2012 年度は 3名に増員して派遣した。派遣院生は全

て英語による講義を受講し、米国の知財法制の理解を深めるとともに、様々な国からの

受講生との人的ネットワークの構築している。 

 

②台湾の提携大学に毎年、夏期または春期に（2012 年には 3月）10 名前後の本学院生の渡
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航費を本学が負担して派遣しており、宿泊は先方の大学の寮等を無償提供願っている。

滞在中は提供される集中講義等に参加させ、先方の学生・教員との交流を深めている。 

 

（国際交流支援） 

複数の院生がリサーチアシスタント（有給）として、国際協力機構（JICA）経由で招聘

している研修員（2012 年度には長期研究員 3 名、短期 1 名）の支援を行う機会が与えられ

ており、この機会を通して英語力と国際感覚を身につけることができる。 

 

（資格試験支援） 

 弁理士試験支援プロジェクトとして、大学側が講師料を負担して対学生の無料受験対策

講座を開催している。また、一次（短答式）試験受験者にはその受験料相当額（実費 12,000

円）を補助、さらに一次試験合格者には奨励金（6万円）の支給や最終試験合格者には特別

奨励金（30 万円等）を支給している。 

 

（教員との意見交換） 

学生の意見を汲み取り、運営に生かすべく、学生意見交換会を年 2 回各学期に開催して

いる。そこで出た意見を参考に教務面の運営や、施設・設備の改善、学内ルールの見直し

などに役立てている。 

 

（就職支援） 

 先述のとおり、就職部就職課における支援体制、インターンシップ（就業体験）、ゼミ担

当教員による進路支援、大学院研究科における組織的な支援により、本学知的財産専門職

大学院では、学生がその能力および適性、志望に応じて主体的に進路を選択できるよう支

援体制を整備しており、これらが効果的に行われている特色があり、これらが高い就職内

定率につながっている。 

 

【根拠・参考資料】 

・資料 5-8：米国ワシントン大学ロースクール先端知的財産研究センター(CASRIP) 

派遣実績 

・資料：知的財産専門職大学院ホームページ 国際協力機構（JICA）研修員との交流 

（http://www.oit.ac.jp/ip/graduate/campus/international.html） 

・資料：知的財産専門職大学院ホームページ 弁理士試験支援プロジェクト 

（http://www.oit.ac.jp/ip/graduate/carrer/benrishi.html） 

・資料 2-2：学生と教員との意見交換会(実施概要) 
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〔点検・評価〕 

・長所 

（教員による細やかな支援体制） 

本学には様々な学生支援部署があるが、学生生活を送るうえで最も長い時間を接するの

は教員とである。このことからも、本学知的財産専門職大学院では、学生を入学時から修

了まで段階に応じて特定の教員に配属しており、きめ細かな相談・支援が可能な体制を整

えている。 

 

（心理カウンセラー等専門家による支援体制） 

教員の細やかな支援を基本としながらも、心の相談等には心理カウンセラーや心療内科

医などの専門家により支援する体制を整えている。 

 

（学生の成長を促す支援体制） 

支援の範囲は何も経済的なもの等に限られたものではないと考える。評価の視点 5－6で

述べた特色ある取り組みは、学生の成長を促す支援である。CASRIP への短期留学や資格試

験の奨励金などのインセンティブにより、学生同士切磋琢磨し合える環境を提供している。 

 

（就職支援） 

 先述のとおり、就職部就職課における支援体制、インターンシップ（就業体験）、ゼミ担

当教員による進路支援、大学院研究科における組織的な支援により、本学知的財産専門職

大学院では、学生がその能力および適性、志望に応じて主体的に進路を選択できるよう支

援体制を整備しており、これらが効果的に行われているのが長所としても挙げられる。 

 

・問題点 

受験を検討している段階から教員との個別面談を実施し、入学後も経済的に支障なく就

学できるかについて確認を実施していることから、評価の視点 5－3で述べた本学知的財産

専門職大学院での経済的支援はこれまでも機能していた。しかし、昨今の経済情勢から言

えば経済的支援はまだ十分とはいえないと考えている。 

 

〔将来への取り組み・まとめ〕 

先に述べた問題点については、現在、学内奨学金制度の見直しに取り組んでおり、2013

年度から学内奨学金制度については予約制の拡充、支給学生数増加等の制度内容充実によ

り、これまでより支給対象者を広げた経済的支援を実施できる予定である。また、学費も

2013 年度から値下げされることとなった。 

今後とも教員によるきめ細やかな支援体制を堅持しつつ、学生が就学しやすい環境整備

に一層取り組んで参りたい。 
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６ 教育研究環境 

 

レベル
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ

教育形態 

に即した 

施設・設備 

6-1 講義室、演習室その他の施設・設備が、知的財産専門職大

学院の規模・教育形態に応じ、適切に整備されているか。

（「専門職」第 17 条） 

◎ 

 

 

 

［現状の説明］ 

 本学知的財産専門職大学院の専用施設として、次のとおり整備している。 

○大学院講義室-----------2 室 

○院生研究室-------------4 室 

○大学院セミナー室-------3 室 

○大学院教員室-----------13 室 

○文献保管室-------------1 室   

○文献保管庫-------------1 室 

  ○その他、研究科長室、非常勤講師室、印刷室、準備室 

 

大学院講義室は 1 室当たり 36 人収容可能で、入学定員 30 人と科目等履修生を加えた履

修者数に対応できる状態である。また、天井付プロジェクターのほか、AV 設備、模擬法廷

をイメージした教卓、LAN 端末、プリンターなどの設備を整備。机は可動式で対論式の講義

にも対応できる。院生研究室には 4 室合わせて 106 人分の個人用ブースを整備している。

各ブースには LAN 端末、電源、鍵付き引出しがあり、個人専用ロッカーとプリンターも整

備している。大学院セミナー室は、天井付プロジェクターのほか AV 設備、LAN 端末を整備、

机は可動式で対論式訓練に対応した仕様である。 

 大学院教員室は個室（一部共用あり）であり、パソコン、ゼミテーブル、その他教育研

究に必要な備品を整備している。文献保管室、文献保管庫には知的財産関連の図書、学術

雑誌を集中的に保存、データベースや CD-ROM 資料など閲覧するためのパソコンも設置して

いる。 

 また、大阪センターについても、講義室は天井付プロジェクターのほか、AV 設備を設置

している上、オープンスペースにはデスクトップパソコンを約 10 台設置するほか、固定式

情報コンセントを設置し、インターネット接続環境を提供している。 
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【専門職大学院 主要施設・設備 概要】 

区分 室数 概要 

大学院講義室 2 
1 室約 83 ㎡、36 席。天井付プロジェクター、AV 設備、LAN

端末、プリンター 

院生研究室 4 
1 室約 85 ㎡、個人用ブース（机イス、PC 電源、LAN 端末）、

個人ロッカー 計 106 人分設置 

大学院セミナ

ー室 
3 

1 室約 57 ㎡、20 席、天井付プロジェクター、AV 設備、LAN

端末 

大学院教員室 13 1 室約 27 ㎡、個室または共用 

文献保管室 1 約 135 ㎡、知的財産関連図書、学術雑誌、PC 

文献保管庫 1 約 29 ㎡、知的財産関連図書、製本雑誌 

 

【根拠・参考資料】 

・資料 1-2：2013 年度知的財産専門職大学院パンフレット（P.19 キャンパス紹介） 

・資料：知的財産専門職大学院ホームページ 施設 

（http://www.oit.ac.jp/ip/graduate/campus/facility.html） 

 ・資料：大阪センター（http://www.josho.ac.jp/facility/osakacenter.html） 

 

 

レベル
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ

学生用 

スペース 

6-2 学生が自主的に学習できる自習室、学生相互の交流のため

のラウンジ等の環境が十分に整備され、活用されている

か。 

○ 

 

 

［現状の説明］ 

本学知的財産専門職大学院の専用施設として、院生の自主的学習環境を、次のとおり整

備している。 

○院生研究室-------------4 室 

   ○大学院セミナー室-------3 室 

 

自習室となる院生研究室には個人用専用ブースを用意し、各ブースには LAN 端末、電源、

鍵付引き出しがあり、別に個人専用ロッカー、プリンターも整備している。 

グループ討論の環境としては、大学院セミナー室、大学院講義室を講義等で使用時以外

はオープン利用を可能としている。 

 特に院生研究室は土曜日を含め夜間 22 時まで利用可能であり、希望に応じてゴールデン
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ウイーク期間、夏期休暇中等休日の使用も認めて効果的に利用されている。 

また、大阪センターにおいても、学生が自主的に学習できる読書を兼ねた自習室 1 室、

学生相互の交流のためのラウンジ（パソコンを約 10 台設置）等の環境が設けられている。 

 

【根拠・参考資料】 

・資料 1-2：2013 年度知的財産専門職大学院パンフレット 

（P.19 キャンパス紹介） 

・資料：知的財産専門職大学院ホームページ 施設 

（http://www.oit.ac.jp/ip/graduate/campus/facility.html） 

・資料：大阪センター（http://www.josho.ac.jp/facility/osakacenter.html） 

 

 

レベル
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ

障がいのある

者への配慮 

6-3 障がいのある者のために、適切な施設・設備が整備されて

いるか。 

 
○

 

［現状の説明］ 

本学知的財産専門職大学院においては、過去に少数ながら障がい者の受入事例もあり、

その対応として施設的な整備をし、支援を行っている。具体的には、専門職大学院のある

大宮キャンパス１号館には身体障害者用のトイレを設置するとともに、エレベーターを設

置し、建物内をバリアフリー化している。このほか食堂、図書館等学生が通常利用する主

な施設はエレベーターを設置し、バリアフリー化を図っている。 

また、公共交通機関での通学が困難な学生には自動車通学を認め、駐車専用スペースの

提供を行うことができる。障がいの程度とその対応については、入学前の事前相談におい

て問題点を確認して対処可能と考えている。 

 大阪センターについては借用施設であるが、スロープ、エレベーター、エスカレーター

の設置等により、バリアフリーが図られている。 

 

【根拠・参考資料】 

・資料 1-1：専門職大学院便覧（P.38,39 教室・研究室等配置図） 

・資料：大阪センター（http://www.josho.ac.jp/facility/osakacenter.html） 
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レベル
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ

情報関連設備 
6-4 学生の学習、教員の教育研究活動のために必要な情報イン

フラストラクチャーが適切に整備されているか。 
○ 

 

 

［現状の説明］ 

 本学知的財産専門職大学院の専用施設として、学生の学習、教員の教育研究活動のため

に必要な情報インフラストラクチャーを、次のとおり整備している。 

○大学院講義室-------------2 室 

○院生研究室----------------4 室 

○大学院セミナー室-------3 室 

○大学院教員室-------------13 室 

○文献保管室----------------1 室 

○文献保管庫----------------1 室 

  ○その他、研究科長室、非常勤講師室、印刷室、準備室 

 

大学院講義室は、天井付プロジェクターのほか、AV 設備、LAN 端末、プリンターなどの

設備を整備。無線 LAN も提供している。院生研究室には 4 室合わせて 106 人分の個人用ブ

ースを整備し、各ブースには LAN 端末、電源、プリンターも整備している。 

大学院セミナー室は、天井付プロジェクターのほか AV 設備、LAN 端末を整備している。

大学院教員室は個室（一部共用あり）であり、パソコン、ゼミテーブル、その他教育研究

に必要な備品を整備しており、LAN 端末から大学内の教育研究系ネットワークを通じてイン

ターネットが利用できる。また、文献保管室の設置パソコンも外部データベースサービス

へアクセスすることもでき、CD-ROM 資料などを閲覧することもできる。 

 また、大阪センターについても、講義室は天井付プロジェクターのほか、AV 設備を設置

している上、オープンスペースにはデスクトップパソコンを約 10 台設置するほか、固定式

情報コンセントを設置し、インターネット接続環境を提供している。 

 

【根拠・参考資料】 

 ・資料 1-1：専門職大学院便覧（P.38,39 教室・研究室等配置図） 

・資料：大阪センター（http://www.josho.ac.jp/facility/osakacenter.html） 
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レベル
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ

人的支援体制

の整備 

6-5 教育研究に資する人的な支援体制が適切に整備されてい

るか。 
○ 

 

 

［現状の説明］ 

本学知的財産専門職大学院では、事務組織として知的財産研究科事務室を設置して職員

を配置している。授業レジュメ、教材の印刷等では事務室職員がサポートを行う体制とな

っている。また、学部・研究科内の情報インフラについては、学部所属教員が管理運営を

行っている。また、情報科目の一部ではＴＡを採用して授業補助を行っている。 

なお、大阪センターについては共用施設のため、大阪センター所属事務員による授業準

備、学生対応などのサポートを行っている。 

 

【根拠・参考資料】 

 ・資料 6-1：組織規定 

 

 

レベル
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ

図書館 

（図書室） 

の整備 

6-6 図書館（図書室）には、知的財産専門職大学院の学生の学

習、教員の教育研究活動に必要かつ十分な図書・電子媒体

を含む各種資料が計画的・体系的に整備されているか。 

○ 

 

 

［現状の説明］ 

本学知的財産専門職大学院では、知的財産専門職大学院の教員並びに院生専用図書館と

して大学院講義室、院生研究室から近い 1 号館 10 階に文献保管室（約 135 ㎡）、文献保管

庫(約 29 ㎡)を設置し、大学図書館とは独立した運用を行っている。ここでは、知的財産関

連の図書、判例集、加除式法令集、電子媒体など約 10,000 点を知的財産関連の学術雑誌約

100 種（和雑誌 50 種、洋雑誌 50 種）などと集中的に保存。また、オンラインデータベース

や CD-ROM 資料などを閲覧するためのパソコン 3台を配置しており、下記に示す国内外の主

要知的財産・法学関連データベースを検索することが可能である。 

 また、図書の貸し出しも可能であるほか、各院生にコピーカードを用意し、室内で文献

複写も可能である。利用時間は平日(土曜日を含む)夜間 20 時までとし、専用の職員も配置

している。 

 このほか大学図書館(本館・分館)に図書約 40 万冊、雑誌 3,100 タイトル、視聴覚資料約

13,400 タイトルを所蔵。これ以外に外部データベース、電子ジャーナル等にキャンパス内

 - 81 - 



の各端末からアクセスでき、最新の情報が入手できる。 

なお、大阪センターにおいては、図書室（自習室）を設け、約 450 冊の参考図書と自習

用のデスク等設備が設置されている。 

 

● 文献保管室で利用できる主要知的財産・法学関連データベースは次のとおり 

＊・J-Dream ＊・HYPAT 

＊・Lexis Nexis At Lexis.com  ・D1-Law.com  知的財産法 

・D1-Law.com  法律判例文献情報 ＊・Pat Base 

＊・JP-NET ＊・SRPARTNER/LIGHT 

＊・Dialog ＊・PATOLIS アカデミックサービス 

＊・G-Search 

 （＊）については利用に際して ID・パスワード必要。学生は指導教員の下で利用可能。 

 

【根拠・参考資料】 

 ・資料 6-2：大学院知的財産関連収集文献一覧 

 ・資料 6-3：知的財産学部文献保管室利用にあたって 

 

 

レベル
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ

図書館 

（図書室） 

の整備 

6-7 図書館（図書室）の利用規程や開館時間は、知的財産専門

職大学院の学生の学習、教員の教育研究活動に配慮したも

のとなっているか。 

○ 

 

 

［現状の説明］ 

知的財産専門職大学院の教員並びに院生専用図書館としての文献保管室(1 号館 10 階)の

授業期の利用時間は次のとおり 5時限終了後も利用できる体制をとっている。 

月曜日～金曜日 10：00 から 20：00 (昼休み 11：30～12：30) 

土曜日      9：00 から 20：00 (昼休み 11：30～12：30) 

 

なお、大学図書館の開館時間、貸出冊数、期間は次のとおりとなっている。 

・開館時間 大宮本館：9時～21 時（月～金） 9 時～19 時（土） 

      枚方分館：9時～19 時（月～金） 9 時～17 時（土） 

・貸出冊数：大学院生 10 冊以下、1ヶ月以内 

また、大阪センターにおける開館時間、貸出冊数、期間は次のとおりとなっている。 

 - 82 - 



  大阪センター： 9 時～22 時（月～金） 9 時～17 時（土） 

          冊数制限なし、2週間以内 

 

【根拠・参考資料】 

 ・資料 6-3：文献保管室利用にあたって 

・資料：大学ホームページ図書館利用案内 

（http://www.oit.ac.jp/japanese/toshokan/tosho/riyouannai.html#riyo02） 

 

 

レベル
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ

財政的基礎 
6-8 知的財産専門職大学院における教育活動等を適切に遂行

できる財政的基礎を有しているか。 

 
○

 

［現状の説明］ 

 本学では設置する各研究科がそれぞれの設置の理念に基づいた教育研究活動を実施する

ため必要となる財政上の措置をとっている。知的財産専門職大学院の知的財産研究科にお

いても、専門職大学院であることを配慮した上で十分な経費が配分されており、また、教

育研究の進捗状況およびその目標の達成状況に応じて効率的な予算を編成して必要な経費

が投入されており、専門職大学院における教育研究活動等が適切に遂行できる財政的基盤

を有している。 

 具体的には、在籍大学院生数および教員数に応じて年度ごとに研究科の独立した予算と

して算出・配分されているほか、さらに教員個々が展開する研究活動のための研究助成金

も別途配分されている。 

 このほか、教育効果の高い目的に重点投資できるよう学長裁量予算も設けられている。 

 

● 知的財産研究科 配分予算（補正予算時点） 

2009 年度 19,483,000 円 

2010 年度 18,934,000 円 

2011 年度 16,851,000 円 

 

 

レベル
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ

特色ある 

取組み 

6-9 教育研究環境の整備について特色ある取組みを行ってい

るか。また、その場合、具体的な内容とは何か。 

 
○
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［現状の説明］ 

 本学知的財産専門職大学院での、教育研究環境の整備にかかる特色ある取組みは、以下

のものがあげられる。 

 

①大学院院生研究室 

大学院の教員研究室や講義室のある同じフロアに院生研究室を設置し、そこには院生の

全員にパーティションで区切られた個人用専用ブースを配置し、各ブースには LAN 端末、

電源、鍵付引き出しがあり、別に個人専用ロッカー、プリンターも整備している。院生は

ノートパソコンを持参すれば学内ネットおよびインターネットに接続することができ、大

学が加入している各種の商用データベースサービスを自席から無料で利用できるほか、イ

ンターネットに接続して各種の調査を行うことができる。これにより、研究効率が大幅に

向上する。院生研究室は土曜日を含め夜間 22 時まで利用可能であり、希望に応じてゴール

デンウイーク期間、夏期休暇中等休日の使用も認めて効果的に利用されている。グループ

討論の環境としては、大学院セミナー室、大学院講義室が講義等で使用されている時以外

はオープン利用を可能としている。 

 

②文献保管室 

評価の視点 6－6で述べたとおり、本学知的財産専門職大学院においては、知的財産専門

職大学院の教員並びに院生専用図書館として大学院講義室、院生研究室のある 1号館 10 階

に文献保管室（約 135 ㎡）、文献保管庫(約 29 ㎡)を設置し、大学図書館とは独立した運用

を行っている。ここでは、知的財産関連の図書、判例集、加除式法令集、電子媒体など約

10,000 点を知的財産関連の学術雑誌約 100 種（和雑誌 50 種、洋雑誌 50 種）などと集中的

に保存。また、オンラインデータベースや CD-ROM 資料などを閲覧するためのパソコン 3台

を配置しており、国内外の主要知的財産・法学関連データベースを検索することが可能で

ある。また、図書の貸し出しも可能であるほか、院生１人ひとりにコピーカードを用意し、

室内で文献複写も可能である。利用時間は平日(土曜日を含む)夜間 20 時までとし、専用の

職員も配置している。 

 

③大阪センターの配置 

 本学では、交通便利な「毎日インテシオ」（大阪市北区梅田）の 3階に教育教室設備を設

け、「社会人教育」、「就職支援」、「交流の場（ラウンジ）」の 3 つの機能を有する施設とし

て「大阪センター」を開設している。本学知的財産専門職大学院でもこれを積極的に活用

し、平日夜間の社会人院生向けの授業を開講し、大学院における勉学の利便性を高めてい

る。 
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【根拠・参考資料】 

・資料 1-2：2013 年度知的財産専門職大学院パンフレット（P.19 キャンパス紹介） 

・資料：知的財産専門職大学院ホームページ 施設 

（http://www.oit.ac.jp/ip/graduate/campus/facility.html） 

 

 

〔点検・評価〕 

・長所 

（教育環境整備の充実） 

本学知的財産専門職大学院の長所としてあげられる１点目は、授業実施環境を適切に整

えている点である。授業実施場所として使用頻度の高い大学院講義室、大学院セミナー室

はともに教育形態に応じた仕様となっている。2点目は、自習学習環境を適切に整えている

点である。学生全員に行き渡る個人専用ブース・ロッカーを配置しているほか、夜間 22 時

まで利用可能となっており、ここで学生は存分に自習することができる。3点目は、知的財

産専門職大学院専用図書館である文献保管室の充実があげられる。文献保管室は本学図書

館とは別に設置し、知的財産専門職大学院として必要な内容に特化しており、教員・学生

の教育研究活動に貢献している。 

 

・問題点 

 専門職大学院専用の図書室である文献保管室の利用時間の運用があげられ、職員配備と

の関係で開館時間を定めているが、利用者の動向等を考慮して時間延長等弾力的に運用す

ることが今後の検討課題である。 

 

〔将来への取り組み・まとめ〕 

本学知的財産専門職大学院所属教員および院生の教育研究環境には、先述のとおり可能

な限り最大限配慮し、最適な環境作りに努めている。今後とも利便性の高い修学設備とキ

ャンパス作りに継続して取り組んでいく。 
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７ 管理運営 

 

レベル
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ

管理運営、 

規程の整備 

7-1 知的財産専門職大学院を管理運営する固有の組織体制が

整備されているか。 
○ 

 

 

［現状の説明］ 

本学知的財産専門職大学院の管理運営にあたっては、大阪工業大学大学院学則第 53 条に

基づき、独立の意思決定機関として知的財産研究科委員会を設置するとともに、大阪工業

大学大学院知的財産研究科委員会規定を制定し、管理運営している。 

 このほか、教務委員会規定、自己評価委員会規定などにより研究科内に各種委員会を設

けるとともに大学全体の組織である就職委員会、学生委員会、入試委員会、教務委員会等

に大学院所属委員を選出している。さらに 2012 年度からは、学部・大学院内の各業務を円

滑かつ効率的に実施するため、内部委員会として企画委員会（業務統括）、教務委員会（教

務に関する業務統括＜資格試験対策含む＞）、入試・広報委員会（入学者確保、広報業務）、

学生･就職委員会（学生生活、就職、インターンシップ業務）を設置し、5 委員会による運

営体制を導入した。詳細は以下の表のとおりである。 

 

委員会の名称   委 員 会 の 任 務 

企画委員会 
学部・研究科の業務を統括する。（自己評価、認証評価を含む）

教務委員会 
学部・研究科の教務に関する業務（資格試験対策を含む）を総括

する。 

入試・広報委員会 
学部・研究科の入学者確保に関する業務を総括する。併せて、入

学者確保における重要性に鑑み、広報も所管する。 

就職・学生委員会 
学部生・研究科生の学生生活、就職、インターンシップに関する

業務を総括する。 

研究・国際交流 

委員会 

学部・研究科の研究プロジェクト、受託研究、国際交流、研究雑

誌の編集等の研究に関する業務を総括する。 
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【根拠・参考資料】 

・資料 1-1：2012 年度専門職大学院便覧 

（P.42 以降 大阪工業大学大学院学則） 

・資料 4-2：大阪工業大学大学院知的財産研究科委員会規定 

・資料 7-1：大阪工業大学大学院知的財産研究科教務委員会規定 

・資料 7-2：大阪工業大学大学院知的財産研究科自己評価委員会規定 

 

 

レベル
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ

管理運営、 

規程の整備 

7-2 知的財産専門職大学院の管理運営について、関連法令に

基づく適切な規程が制定され、適切に運用されているか。 
○ 

 

 

［現状の説明］ 

評価の視点 7－1で述べたように、本学知的財産専門職大学院を管理運営する知的財産研

究科委員会では、大阪工業大学大学院知的財産研究科委員会規定において、同委員会の構

成、審議事項、運営等必要な事項を定めている。特に第 3 条審議事項では、次の事項を審

議することとなっている。 

 

イ 大阪工業大学大学院学則に関すること 

ロ 諸規定の制定および改廃に関すること 

ハ 知的財産研究科の人事に関すること 

ニ 授業科目の担当に関すること 

ホ 学生の入学、休学、退学および修了 

ヘ 試験および特別研究に関すること 

ト 学生の履修指導に関すること 

チ 学生の入学前に他の大学院で修得した単位の認定に関すること 

リ 学長または研究科長が諮問した事項に関すること 

ヌ その他知的財産研究科の重要な事項に関すること 

 

【根拠・参考資料】 

・資料 1-1：2012 年度専門職大学院便覧（P.42 以降 大阪工業大学大学院学則） 

・資料 4-2：大阪工業大学大学院知的財産研究科委員会規定 
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レベル
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ

管理運営、 

規程の整備 

7-3 知的財産専門職大学院の設置形態にかかわらず、教学、

その他の管理運営に関する重要事項については、教授会

等の知的財産専門職大学院固有の専任教員組織の決定が

尊重されているか。 

○ 

 

 

［現状の説明］ 

評価の視点 7－1、7－2で述べたように、知的財産研究科委員会は教学やその他の管理運

営に関する重要事項を審議事項としており、また、本学知的財産専門職大学院の大部分の

専任教員が委員会構成員であることから、本学知的財産専門職大学院の専任教員の決定が

尊重される仕組みとなっている。 

 

【根拠・参考資料】 

資料 4-2：大阪工業大学大学院知的財産研究科委員会規定 

 

 

レベル
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ

管理運営、 

規程の整備 

7-4 知的財産専門職大学院固有の管理運営を行う専任教員組

織の長の任免等に関して適切な基準が設けられ、かつ、

適切に運用されているか。 

○ 

 

 

［現状の説明］ 

本学の「職制に関する規定」第 9 条別表第 1 において、その職務を「専門職大学院研究

科長は、学長を補佐し、その命を受けて教学運営業務を遂行し、研究科内の業務を掌理す

るとともに、研究科に所属する教育系職員および研究科事務室職員を指揮監督する。」と定

め、「専門職大学院研究科長の任命は、学長の意見を聴き、理事長が行う。」と任免につい

ても定めており、適切に運用している。 

 

【根拠・参考資料】 

・ 資料 7-3：職制に関する規定 
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レベル
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ

管理運営、 

規程の整備 

7-5 知的財産専門職大学院と関係する学部・研究科等が設置

されている場合、当該学部・研究科等との連携・役割分

担は適切に行われているか。 

○ 

 

 

［現状の説明］ 

本学では、知的財産専門職大学院と関係する学部として知的財産学部を設置している。 

知的財産学部の固有の目的は、大阪工業大学学則第 1条において、「本大学は、専門学術

を教育研究し、深い教養と実践的応用力を身につけ、時代の要請に対応して国際的視野か

ら知的・技術的創造を実現でき、確かな人間力を備え常に向上を心がける、心身ともにた

くましい専門的職業人を養成して社会の発展に貢献するとともに、学術と文化の向上をは

かることを目的とする。」と定め、また同学則第 3条の 2、3項において、「知的財産学部は、

健全な人間性、知的能力および国際感覚を有することにより、21 世紀の産業社会において

活躍する者にして、知的財産の保護と活用を推進することに貢献できる職業人を養成する

ことを目的とする。」と、その教育研究上の目的も定めている。 

この知的財産学部の固有の目的は、評価の視点 1－2で述べた本学知的財産専門職大学院

のそれとは相違しており、役割分担は明確である。 

また、意思決定機関も知的財産専門職大学院は研究科委員会であり、知的財産学部は教

授会となっており、役割分担は明確である。 

一方、学部と大学院の連携については、大学院教員が学部授業［専門系授業の一部、3・

4年次演習（卒業研究含む）等］も担当し、また学部教員の一部も大学院授業を担当してい

る。前者は、高等教育機関における知的財産教育の一貫性の観点から、学部から大学院へ

と基礎教育から専門教育、さらにより高度な応用性を身につける高レベルの教育へと段階

的に学生を指導育成するための体制であり、後者は本学知的財産専門職大学院に入学する

学生が多様（知的財産関連法などの未修者等）で、基礎から指導育成するための体制であ

る。また、評価の視点 4－7で述べた「早期進学制度」も互いの専門教育を知悉している両

組織の教員が連携することで可能となる取り組みである。 

 

【根拠・参考資料】 

・資料 1-1：2012 年度専門職大学院便覧（P.42 以降 大阪工業大学大学院学則） 

・資料 7-3：職制に関する規定 

・資料 4-3：大阪工業大学学則 

・資料：大阪工業大学ホームページ 大阪工業大学大学院学則掲載欄 

（http://www.oit.ac.jp/japanese/oit/rule_gradoit.html） 

・資料：大阪工業大学ホームページ 大阪工業大学学則掲載欄 
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（http://www.oit.ac.jp/japanese/oit/rule_oit.html） 

 

 

レベル
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ

管理運営、 

規程の整備 

7-6 企業、その他外部機関との連携・協働を進めるための協

定・契約等の決定・承認や資金の授受・管理等は適切に

行われているか。 

○ 

 

 

［現状の説明］ 

 本学では、知的財産ポリシー、利益相反ポリシーを定めており、これらは本学知的財産

専門職大学院にも適用されている。当該ポリシーに沿って各教員が協定・契約等を決定・

承認し、資金の授受・管理等は適切になされているかについて、学内の独立した機関にお

いて定常的に確認が行われ、その適切な運用が図られている。本学知的財産専門職大学院

においても、企業からの委託研究・共同研究等受諾の場合について、学内規定、ポリシー

に則り、適切に行われている。 

 インターンシップに関しては、書式雛形（協定書・覚書・秘密保持誓約書）を設け、企

業・特許事務所別に対応し、大学、受け入れ先企業（事務所）間で協定書の調印、交換を

行っているのは先述したとおりである。 

このほか、独立行政法人・国際協力機構（JICA）を通じて例年海外から研修員を受け入

れており、大学と国際協力機構（JICA）間で業務委託契約書の締結を行って保管している。 

また、台湾の 5 大学（国立雲林科技大学、国立虎雄大学、国立高雄第一科技大学、国立台

北科技大学、私立世新大学）と交流協定書を締結しており、学生、教職員等の交換受入、

共同研究等について取り決めを行っている。 

 

【根拠・参考資料】 

・資料 7-4：学校法人常翔学園委託研究取扱規定 

・資料 7-5：学校法人常翔学園学術指導取扱規定 

・資料 7-6：学校法人常翔学園奨学寄附金取扱規定 

・資料 7-7：学校法人常翔学園学外機関共同研究取扱規定 

・資料：学校法人常翔学園ホームページ 知的財産ポリシー 

（http://www.josho.ac.jp/official/intellectualpolicy.html） 

・資料：学校法人常翔学園ホームページ 利益相反ポリシー 

（http://www.josho.ac.jp/official/riekisouhanpolicy.html） 

・資料 2-6：知的財産インターンシップに関する協定書(企業用・特許事務所用) 
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レベル
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ

事務組織 
7-7 固有の目的の実現を支援するために適切な規模・機能を

備えた事務組織が設置されているか。（「大学院」第 35 条） 
◎ 

 

 

［現状の説明］ 

 本学知的財産専門職大学院に関する事務組織として知的財産研究科事務室を設置してお

り、専任職員 4 名、嘱託職員 2 名、臨時要員 2 名を配置している。なお、本事務室は相互

連携の必要性から知的財産学部事務室を兼ねている。 

 この事務室の組織を基本として、業務の内容に応じて大学内の学長室、学生部、教務部、

就職部、入試部、情報センター、図書館、工学部、情報科学部、研究支援センターなど学

内組織と、場合によっては学園本部組織(常翔ウェルフェア大阪センター事務室を含む)等

と緊密な連携を取りながら事務処理に当たっている。 

 

【根拠・参考資料】 

・資料 6-1：組織規定 

・資料 7-8：組織図（組織規定より抜粋） 

 

 

レベル
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ

事務組織 
7-8 事務組織は、関係諸組織と有機的連携を図りつつ、適切

に運営されているか。 
○ 

 

 

［現状の説明］ 

本学知的財産専門職大学院では、当該事務室の組織を基本として、業務の内容に応じて

大学内の学長室、学生部、教務部、就職部、入試部、情報センター、図書館、工学部、情

報科学部、研究支援センターなど学内組織と連携を取る一方、場合によっては学園本部等

(常翔ウェルフェア大阪センター事務室を含む)と緊密かつ有機的な連携を取りながら事務

処理に当たっている。 

 

【根拠・参考資料】 

・資料 6-1：組織規定 
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レベル
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ

特色ある 

取組み 

7-9 管理運営、事務組織について、特色ある取組みがあるか。

また、その場合、具体的な内容とは何か。 

 
○

 

［現状の説明］ 

 本学知的財産専門職大学院での管理運営、事務組織にかかる特色ある取組みは、以下の

ものが挙げられる。 

 

（専門職大学院・学部との円滑な情報共有） 

 知的財産専門職大学院所属全教員と、知的財産学部所属全教員が出席する合同連絡会議

を定例的に開催している。本学知的財産専門職大学院は独立大学院であり、意思決定機関

は当然に学部とは異なっているが、この合同連絡会議では相互の連絡事項を全教員に周知

し共有することを主たる目的としている。教員の所属が異なることは、ややもすればコミ

ュニケーション不足となりがちのところ、この機会があることで情報の共有のみならず、

活発にコミュニケーションを図ることに寄与している。 

 

（専門職大学院・学部一体の委員会運営制度） 

2012 年度より、知的財産専門職大学院と知的財産学部内に共通の委員会（企画委員会、

教務委員会、入試・広報委員会、就職・学生委員会、研究・国際交流委員会）を立ち上げ、

大学院や学部といった所属に関わらず、全教員を必ずいずれかの委員会の構成員とする体

制をスタートさせた。最終の意思決定は研究科委員会であるものの、学部教員も交えるこ

とで大学院教員と学部教員の有機的連携を図ることができ、また検討課題の内容に応じた

委員会で研究科委員会に諮る前に議論をつくすことができ、有効に機能している。 

 

（学生との円滑な情報共有） 

教員と院生との意見交換、交流の場を設け、常に両者の意思疎通を図り、教学の改善に

努めていることである。これには、先述した学期ごとの教員・院生意見交換会はもとより、

在学院生に幹事役を設定し、全員の院生を対象とする教員との自由懇親の場として、4月の

入学式後の学内懇親会（入学院生の全員の紹介、教員の紹介とその後の懇談）を実施する

ことから始まり、各学期に懇親の場を設け、自由な雰囲気の中で闊達に教員と院生が懇談

し、意見を述べ合う機会を設定している。毎回多数の院生と教員が参加している。 

 

【根拠・参考資料】 

・資料 7-9：2011 年度合同連絡会議議題一覧 

・資料 7-10：知的財産学部・研究科内委員会一覧 
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〔点検・評価〕 

・長所 

 本章で本学知的財産専門職大学院の管理運営は適切に行われていることを述べたが、運

営には関係する者との円滑なコミュニケーションも重要であると考える。本学知的財産専

門職大学院では、先述の教員・学生間との交流以外に、修了生が「知財会」を組織し、大

学側の多様な行事（知財セミナー等）に参加して交流している。このことは、学園の経営

理念である四位一体（「学生・生徒」「保護者」「卒業生」「教職員」を一つの「家族」（絆）

ととらえる）に基づくものであり、こうしたステークホルダーとの良好な関係を意識した

運営は、本学知的財産専門職大学院の長所である。 

 

・問題点 

 同窓会組織である「知財会」が発足してまだ日が浅いが、先の長所で述べた修了生との

関わりには改善の余地があると考える。 

 

〔将来への取り組み・まとめ〕 

 修了生の中には既に知的財産専門資格として、弁理士資格取得者や知的財産管理技能検

定 1 級取得者も出ている。こうした専門資格の取得を希望する後輩に対する指導や相談と

いった取り組みにより、修了生との連携を強化していくことを検討したい。 

また、本学知的財産専門職大学の管理運営は、先述のとおり可能な限り最大限配慮し、

最適な環境作りに努めている。今後とも生涯教育の一環をなす知的財産専門職大学院にお

ける修学を希望する勤務社会人、留学生、知的財産学部からの進学者のそれぞれに適した

教育・研究の管理運営方策の強化に継続して取り組んでいきたい。 
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８ 点検・評価、情報公開 

 

レベル
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ

自己点検 

・評価 

8-1 自己点検・評価のための仕組み・組織体制を整備し、適

切な評価項目・方法に基づいた自己点検・評価を組織的・

継続的に実施しているか。（「学教法」第 109 条第１項） 

◎ 

 

 

［現状の説明］ 

自己点検・評価のための仕組み・組織体制を整備し、適切な評価項目・方法に基づいた

自己点検・評価を組織的・継続的に実施している。自己点検・評価のための仕組み・組織

体制には、以下のものがある。 

 

① 学長、学部長、大学院研究科長および各学部・大学院から任命された自己評価委員（本

学大学院教員 4名、知的財産学部教員 6名）から組織された大阪工業大学自己評価委員

会 

②知的財産教育に携わる本学知的財産専門職大学院並びに知的財産学部に所属する全教員

から組織された大学院・学部合同連絡会議 

③本学知的財産専門職大学院並びに知的財産学部に所属する所定数の教員から組織された

企画委員会 

④本学知的財産専門職大学院並びに知的財産学部に所属する所定数の教員から組織された

教務委員会 

⑤本学知的財産専門職大学院に所属する所定数の教員から組織された研究科委員会 

 

これらの各委員会では、自己点検・評価のため、もしくは自己点検・評価を含む教育上

の課題のためにそれぞれの委員会設置目的に対応して適切な評価項目・方法に基づいた自

己点検・評価を組織的・継続的に実施している。例えば、⑤の研究科委員会を定例に開催

し、本学知的財産専門職大学院が 1 研究科 1 専攻である特徴を活かして、大学院の教務か

ら研究、運営に至る事項を審議決定し、大学院の設置目的に沿った運営を行っており、具

体的には、学生受入の状況、教育の状況及び成果や効果について自己点検・評価を行って

いる。上記の各委員会開催の実態や議事録等の詳細は実地調査時に閲覧いただきたい。 

 

【根拠・参考資料】 

・資料 4-2：大阪工業大学大学院知的財産研究科委員会規定 

・資料 8-1：大阪工業大学自己評価委員会規定 
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レベル
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ

改善・向上の

ための仕組み

の整備 

8-2 自己点検・評価、認証評価、外部評価等の結果を知的財

産専門職大学院の教育研究活動の改善・向上に結びつけ

る仕組みを整備しているか。 

○ 

 

 

 

［現状の説明］ 

自己点検・評価、認証評価、外部評価等の結果を本学知的財産専門職大学院の教育研究

活動の改善・向上に結びつける仕組みを整備している。具体的には、評価の視点 8－1で述

べたとおり、本学知的財産専門職大学院では、自己点検・評価にかかる各委員会を設置し、

その活動を知的財産専門職大学院の教育研究活動の改善・向上に結びつける仕組みを整備

している。また、認証評価、外部評価等の結果についても然りであり、平成 20 年度（2008

年度）には本学知的財産専門職大学院開設後初めての外部認証評価を受審し、その認証結

果に基づき、その後の教育研究活動の改善・向上に結びつけた。その際の「認証評価結果」、

「認証評価基準」、「自己点検・評価報告書」は、本学知的財産専門職大学院のホームペー

ジに公表している。 

なお、前回の平成 20 年度（2008 年度）の外部認証評価を終えて具体的に検討した実績、

改善に取り組んだ例等としては以下のものが挙げられる。 

 

・自己点検・評価結果、根拠資料等に基づいて評価した結果、毎期実施している授業アン

ケートの結果に対する教員の自己点検・評価結果は、「教員の所見と今後の対応」として

学生にフィードバックしているほか、学生や学外関係者から聴取した意見に対し、各種委

員会等で検討した結果を教育課程の改正等具体的に方策を講じていることから、自己点

検・評価の結果がフィードバックされ、教育の質の向上、改善の取組が組織的に行われ、

教育課程の見直し等の具体的かつ継続的な方策が講じられていると認められる。 

 

・自己点検・評価結果、根拠資料等に基づいて評価した結果、授業アンケートの｢将来に 

広い意味で役に立つか｣という趣旨の項目に対する全体の結果が5段階評価で4以上である。

これは、大学全体としてのFD（FDフォーラムなど）や、教員個々のFD（授業アンケート結

果に対する改善の取組みや学会や研究会への参加により深めた知見などを教育能力の向上

に生かしている）に成果が出ていることを示すものである。このことから、「FDが教育の

質の向上や授業の改善に結びついていると認められる。」との積極的な評価をいただくと

ともに、総評において、将来的な期待として、「大阪工業大学の知的財産専門職大学院が

今までの実績を踏まえて、今後ますます社会のこの分野における指導力ある人材を輩出し

てゆくことを祈念して止まない。当職は一大学人として、このような高等教育機関が、①

地球規模で将来の国際ルールづくりへの貢献ができるような人材育成、②やさしいことば
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で、民衆の教師たるべき存在となるような人材の育成、そして、③日本国の次世代型国策

としてあるべき法基盤の基礎的提言を行えるような人材等の輩出をも含めて、一層の発展

の方向性を実現してゆくことを期待しているところである。」との指摘をいただいた。 

 

これに応えるために、知的財産分野でグローバルな視点から活躍する人材育成に努めて

きた。具体的には、2008年から台湾の大学との提携を深め、現在5大学（国立雲林科技大学、

国立虎雄大学、国立高雄第一科技大学、国立台北科技大学、私立世新大学）との学術交流

協定を締結し、本学院生の短期派遣、台湾インターンシップ研修、台湾からの本学夏期集

中講義（英語）への短期留学生受入れ（約35～40名/年）、ワシントン大学夏期知的財産集

中講義への院生派遣、JICA研修員の長期受入れと院生によるリサーチアシスタント支援、

国際シンポジウムへの院生参加、アジアからの留学生受入れ等、多様な国際交流の機会を

設け、国際的に活動し得る人材育成に努めてきた。 

加えて、知的財産専門職大学院の教育研究活動の改善・向上に結びつける仕組みとして、

2012 年度には教員および事務職員からなる 5 委員会（企画委員会、教務委員会、入試・広

報委員会、就職・学生委員会、研究・国際交流委員会）を編成し、更なる教育改善を目指

している。具体的には評価の視点 7-1 にて先述したとおりである。活動の例として、2012

年度において、企画委員会は 8 回開催、教務委員会は 7 回開催、その他の委員会も相応な

回数を実施するなどして、教職員が一体となって教育研究活動の改善・向上に結びつける

活動を行った。 

改善・向上に関する検討の経緯を示す資料として委員会の議事録等は実地調査時閲覧い

ただくことが可能である。 

 

【根拠・参考資料】 

・資料 4-2：大阪工業大学大学院知的財産研究科委員会規定 

 ・資料 2-16：2012 年度夏期集中講義スケジュール 

 ・資料 1-8：知的財産専門職大学院 －今後の運営方針－ 

 ・資料：知的財産専門職大学院のホームページ（平成 20 年度外部認証評価の欄） 

   （http://www.oit.ac.jp/ip/graduate/） 

 ・資料：知的財産専門職大学院のホームページ 国際交流・教育の欄 

   （http://www.oit.ac.jp/ip/graduate/campus/international.html）  
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レベル
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ

評価結果 

に基づく 

改善・向上 

8-3 自己点検・評価、認証評価、外部評価等の結果を知的財

産専門職大学院の教育研究活動の改善・向上に有効に結

びつけているか。 

 

○

 

［現状の説明］ 

 本学知的財産専門職大学院は、平成20年度（2008年度）に開設後初めての外部認証評価

を受審した。当該認証結果において、設定されている評価基準および基本的な観点の項目

について自己点検・評価した結果、すべての項目について、本学は専門職大学院としての

評価基準を充足しているものと判断をいただいた。その際に顕著な試みとして評価された

特色を以下にとりまとめ、本学知的財産専門職大学院がさらにその特色を増進すべく取り

組んできたことを付言する。 

 

①現代型の知的財産教育の分野においては、法学系教育のみならず、経済系とも技術系と

も、更には政策系とも融合した教育が望ましいと考えられる。大阪工業大学の場合には

そのために多数の実務家出身の専門教員の役割を重視すると共に、授業カリキュラムに

おいていわゆるケーススタディ方式・具体的事例研究方式の重視が顕著である点に特色

が認められる。 

 

＜教育研究活動の改善・向上に有効に結びつけた事例＞ 

・具体的事例研究方式の一層の重視のために、通常2年次から取り組む研究指導を1年次後

期から始め、2年次の研究に継続できる体制とした。これにより、より十分な期間を指導

教授や他の院生との討論と研究に充てることができ、より質的に優れた研究とすること

が可能となった。 

 

②関西地区において大阪工業大学は工学系高等教育機関としての歴史が古く、大正11年

（1922年）に開学以来90年に及ぶ地域貢献の足跡を記している。新しい法学系の学部た

る知的財産学部新設以来、知的財産教育の分野においても、関西地区を中心として地域

貢献の核（コア）となるための非常に積極的な「産・官・学連携」方式による諸事業の

推進を進めてきていることが注目される。このことは教育面でもインターンシップも含

めて戦力となる人材育成に有力であると共に、地域住民・企業・公共団体に対しても大

きな貢献を果たしているものと考える。 

 

＜教育研究活動の改善・向上に有効に結びつけた事例＞ 

・産官学連携のインターンシップの一層の増進。院生の実務貢献型のインターンシップを
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拡充し、近畿経済産業局特許室と連携した学生インターンシップを強化してきた。加え

て、地元に限らず関東の特許事務所、法律事務所とも連携をして事務所における実務型

インターンシップを拡充し、また、2012年度からは海外におけるインターンシップをも

導入し、グローバル人材育成に寄与している。 

 

・近畿経済産業局特許室が主催する「近畿知財塾」に本学知的財産専門職大学院から実務

家教員をコーディネータとして派遣し、地域の企業が抱える知財の問題への取り組の討

論と検討に適宜の助言を行い、本学院生もオブザーバーとして参加させて有益な地域貢

献を2008年以降継続して行っている。 

 

③大阪工業大学の年間授業カリキュラム等から明らかなように、知的財産法制度の国内法

領域の多面的な理解に止まらず、海外の大学等専門機関との提携によって、知的財産法

領域の国際的フレームワーク理解のための教育をも重視していることが顕著に認められ、

その実績を挙げていると思われる。また、日本人学生のみならず、多数の外国人留学生・

研究者に対する教育研究にも尽力していることが認められ、特に、中国等アジア諸国、

中南米諸国等の途上国専門人材へのさまざまな支援にも尽くしていることは注目される。 

 

＜教育研究活動の改善・向上に有効に結びつけた事例＞ 

・本学知的財産専門職大学院の夏期集中講義を英語にて開講し、これに台湾等アジアから

の短期留学生と中南米諸国からの研修員が総計約40名参加し、本学院生との交流の機会

を設けることにより、国際交流ひいてはグロ－バル人材の育成の一助としている。 

 

・米国ワシントン大学での夏期集中講座への派遣、台湾における提携校への短期派遣、台

湾における海外インターンシップの実施等強化してきており、国際交流ひいてはグロ－

バル人材の育成の一助としている。 

 

④新しい試みとしての21世紀型高等教育機関においては、その教育・研究開発成果が担当

者の領域に止められることなく、社会的にもフィードバックされることが強く求められ

ている。大阪工業大学はこのような教育・研究開発の成果の学内外に対する積極的な公

開については、大学紀要、セミナー、シンポジウム等を通じて成果の公開原則の実行を

進めていることが顕著である。 

 

＜教育研究活動の改善・向上に有効に結びつけた事例＞ 

・所属教員による研究成果と院生による優れた研究成果を大学紀要に当たる論文集「知的

財産専門研究」誌に年 2回掲載刊行し、全国の主要機関や大学院に広く公表。 
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・専門性の高い授業内容を所定期間、定期的に学外の地域の関係者等に広く公開して、地

域貢献を行ってきた。 

 

・国際セミナーを主催し、現下の複雑な知的財産問題を解明すべく、時宜にかなったテー

マを選定し、それにふさわしい有識者を国内外から招聘し、地域社会や産業界に情報提

供の機会を定期的に持ってきた。 

 

【根拠・参考資料】 

・資料：大阪工業大学ホームページ 認証評価、自己点検・評価 

（http://www.oit.ac.jp/japanese/oit/index.html） 

・資料 2-13：「知的財産専門研究」第 1号～第 11 号目次 

・資料 8-2：大阪工業大学知的財産専門商大学院国際シンポジウム パンフレット 

 

 

レベル
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ

情報公開 
8-4 自己点検・評価の結果を学内外に広く公表しているか。 

（「学教法」第 109 条第１項） 
◎ 

 

 

［現状の説明］ 

本学知的財産専門職大学院では、平成 20 年度の認証評価に際しては、当時認証評価機関

が存在しなかったため、外部の有識者で構成する外部評価委員会において外部認証評価を

受審した。その結果については本学自己評価委員会、研究科委員会等の各種学内会議に報

告し、さらに大学ホームページで評価基準、自己点検・評価報告書、外部認証評価結果を

学内外に広く公表している。また、各学期の授業アンケート等による評価、院生との意見

交換会の結果は学内に公表していることは先述したとおりである。 

また、今回の認証評価に係る自己点検・評価報告書、外部認証評価結果についても、大

学ホームページを通じて公開する予定である。 

 

【根拠・参考資料】 

・資料：大阪工業大学ホームページ 認証評価、自己点検・評価 

（http://www.oit.ac.jp/japanese/oit/index.html） 
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レベル
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ

情報公開 

8-5 知的財産専門職大学院の組織運営及び諸活動の状況につ

いて、社会が正しく理解できるよう、ホームページや大

学案内等を利用して適切に情報公開を行っているか。

（「学教法施規」第 172 条の２） 

◎ 

 

 

［現状の説明］ 

 本学知的財産専門職大学院では、大学全体また大学院個別のホームページにおいて知的

財産専門職大学院の組織運営および諸活動の状況について、社会が正しく理解できるよう

適切に情報公開を行っている。また、本学知的財産専門職大学院専用のパンフレットにお

いても、知的財産専門職大学院の組織運営および諸活動の状況について受験生をはじめ社

会が正しく理解できるよう、適切に情報公開を行っている。 

具体的には、大学院個別のホームページにおいて、詳細な情報を公開しており、以下の

ものを含む。 

知的財産専門職大学院の説明、知的財産研究科の特徴、同研究科のあしあと（最近のニ

ュース）、平成 20 年度の外部認証評価、教育・研究の欄では教員紹介、院生研究テーマ、

研究プロジェクト、カリキュラムの欄ではカリキュラム体系、授業の各領域とその授業科

目名およびシラバス、知的財産法専門家コースの履修モデル、知的財産管理専門家コース

の履修モデル、夏期集中講義、授業公開案内、年間スケジュール、就職・弁理士資格の欄

では就職実績、主な就職先企業、弁理士試験一部免除、弁理士試験支援プロジェクト等、

インターンシップとその派遣実績、国家試験対策、就職サポート、キャンパスライフの欄

では国際交流、施設、院生研究室、情報機器利用マニュアル、入学案内等の情報を公開し、

加えて多彩な教育プログラム（国際交流・貢献、産学連携）、教育方針・入学者データ・同

窓会「知財会」、募集要項（学費・奨学金制度など）等の情報も公開している。 

また、本学知的財産専門職大学院専用のパンフレットにおいても上記と同様の情報を公

開している。 

 

【根拠・参考資料】 

・資料 1-2：2013 年度知的財産専門職大学院パンフレット 

・資料：知的財産専門職大学院ホームページ 

（http://www.oit.ac.jp/ip/graduate/） 
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レベル
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ

特色ある 

取組み 

8-6 自己点検・評価、認証評価、外部評価等、それらに基づく

改善・向上の取組み、情報公開について、特色ある取組

みがあるか。また、その場合、具体的な内容とは何か。 

 

○

 

［現状の説明］ 

 本学知的財産専門職大学院での自己点検・評価、認証評価、外部評価等、それらに基づ

く改善・向上の取組み、情報公開についての特色ある取組みは、以下のものが挙げられる。 

 

（自己点検・評価、認証評価、外部評価等、それらに基づく改善・向上の取組み） 

 平成20年度の外部認証評価における際に、顕著な試みとして評価された特色について、

本学知的財産専門職大学院はさらにその特色を増進すべく取り組んでおり、それらを概説

する。 

 

①現代型の知的財産教育の分野における、法学系教育のみならず、経済系、技術系、政策

系とも融合した教育が望ましく、大阪工業大学では多数の実務家出身の専門教員の役割

を重視すると共に、授業カリキュラムにおいてケーススタディ方式・具体的事例研究方

式の重視が顕著であるとの特色の増進。 

 

・研究領域における特別研究の具体的事例研究方式の一層の重視のために、通常2年次から

取り組む研究指導を1年次後期から始め、指導教授とのゼミ形式による研究の準備に充て

るとともに、2年次の研究に継続できる体制としたこと。これにより、より十分な期間を

指導教授や他の院生との討論と研究に充てることができ、より質的に優れた研究とする

ことが可能となった。 

 

②大阪工業大学は工学系高等教育機関としての歴史が古く、新しい法学系の知的財産学部

新設以来、知的財産教育の分野においても、関西地区を中心として地域貢献の核（コア）

となるための積極的な「産・官・学連携」方式による諸事業の推進を進めてきているこ

とが注目され、教育面でもインターンシップも含めて戦力となる人材育成に有力である

と共に、地域住民・企業・公共団体に対しても大きな貢献を果たしているとの特色の増

進。 

 

・産官学連携のインターンシップの一層の増進。産業界との連携では、地元の中小企業は

もちろん、大企業等にも働きかけ、院生の実務貢献型のインターンシップを拡充し、ま

た、官界との連携では、近畿経済産業局特許室と連携した学生インターンシップを強化
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してきた。加えて、地元に限らず関東の特許事務所、法律事務所とも連携をして事務所

における実務型インターンシップを拡充し、その結果、現在ではインターンシップを希

望する院生には複数の派遣先に複数回、年間を通してインターンシップに参画できる体

制となっており、派遣先からも良い評価をいただいている。また、2012年度からは海外

におけるインターンシップをも導入し、グローバル人材育成に寄与している。 

 

・地域住民・企業・公共団体に対する貢献として、近畿経済産業局特許室が主催する「近

畿知財塾」が１塾当たり約10社の地元企業の知財担当者を交えた月例式の塾形式として

開催されている。2008年以降継続して本学知的財産専門職大学院から実務家教員をコー

ディネータとして派遣し、地域の企業が抱える知財の問題への取り組の討論と検討に適

宜の助言を行なっており、有益な地域貢献として産官から高評価をいただいている。 

さらに、本学院生もこれにオブザーバーとして参加させているため、学生にとっての教

育的効果も成果を挙げている。 

 

③大阪工業大学の年間授業カリキュラム等から、知的財産法制度の国内法領域の多面的な

理解に止まらず、海外の大学等専門機関との提携によって、知的財産法領域の国際的フ

レームワーク理解のための教育をも重視してその実績を挙げている。日本人学生のみな

らず、多数の外国人留学生・研究者に対する教育研究にも尽力しており、中国等アジア

諸国、中南米諸国等の途上国専門人材へのさまざまな支援にも尽くしているとの特色の

増進。 

 

・毎年の留学生の受け入れはもちろん、先述した本学知的財産専門職大学院の夏期集中講

義を英語にて開講している。これに台湾等アジアからの短期留学生と中南米諸国からの

研修員が総計約40名参加し、充実した修学と国際貢献を行っており、参加する外国人と

本学院生との交流の機会を設けることにより、国際交流ひいてはグロ－バル人材の育成

の一助としている。 

 

・本学知的財産専門職大学院所属院生の海外派遣の強化として、先述した米国ワシントン

大学での夏期集中講座への派遣、台湾における提携校への短期派遣、台湾における海外

インターンシップの実施等を行っており、日本人院生の国際交流ひいてはグロ－バル人

材の育成の一助としている。 

 

④21世紀型高等教育機関においては、その教育・研究開発成果が担当者の領域に止められ

ることなく、社会的にフィードバックされることが強く求められ、大阪工業大学はこの

ような教育・研究開発の成果の学内外に対する積極的な公開についても、大学紀要、セ

ミナー、シンポジウム等を通じて成果の公開原則の実行を進めているとの特色の増進。 

 - 102 - 



・本学知的財産専門職大学院は、その研究成果を学内外に対して積極的に公開をしており、

所属教員による研究成果と院生による優れた研究成果を大学紀要に当たる論文集「知的

財産専門研究」誌に年 2回掲載刊行し、全国の主要機関や大学院に公表してきた。 

 

・本学知的財産専門職大学院は、その専門性の高い授業内容を所定期間、定期的に学外の

地域の関係者等に広く授業公開して、地域貢献を行ってきた。 

 

・本学知的財産専門職大学院は現下の複雑な知的財産問題を解明すべく、時宜にかなった

テーマを選定し、それにふさわしい有識者を国内外から招聘して国際セミナーを主催し、

地域社会や産業界に情報提供の機会を定期的に持ってきた。例えば、2010年6月には「医

療行為・製薬イノベーションをめぐる法律問題：欧米最新知財動向」をテーマに、また

2011 年 11 月には「ドイツにおける職務発明と著作権法」をテーマに公開シンポジウムな

どを開催し、地域社会へ貢献してきた。 

 

【根拠・参考資料】 

・資料 2-13：「知的財産専門研究」第 1号～第 11 号目次 

・資料 8-2：大阪工業大学知的財産専門商大学院国際シンポジウム パンフレット 

      （2010 年 6 月 28 日開催分・2011 年 11 月 16 日開催分） 

 

〔点検・評価〕 

 

・長所 

 平成 20 年度（2008 年度）に知的財産専門職大学院を開設後初めての外部認証評価を受審

したが、その際に顕著な試みとして評価された取り組みは、評価の視点 8－3、8－6で先述

したとおりである。このように評価された点を継続していくこともまた重要であり、本学

知的財産専門職大学院では、現在もこれら取り組みを地道に実践している点は長所にあげ

られる。 

 

・問題点 

 本学知的財産専門職大学院の諸活動は、長所等で述べたように評価いただいた事項を多

く含むが、そうした取り組みの情報公開は現在のところ国内向けの充実に注力していたた

め、英語版による情報公開も限られ、中国語による情報公開は一部ホームページにて実施

しているにとどまっている。今後、日本の知的財産法とその応用について学びたいアジア

からの留学生向けの多言語（中国語等）による情報公開が課題である。 
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〔将来への取り組み・まとめ〕 

本学知的財産専門職大学院における点検・評価・情報公開について、先述のとおり可能

な限り最大限配慮し、最適な情報公開に努めており、我が国では一定の評価をいただくよ

うになっているが、海外への情報発信が今後の取り組み課題であり、今後とも改善に向け

継続して取り組んでいく。 

 



終 章 

 

 この度の点検・評価によって、各項目のレベルⅠ・◎の法令順守に関する事項について

は、すべての点について基準を遵守していることが確認できた。また、大学基準協会が法

令に準じて定める基本的事項については、特に、以下の項目については、基準の充足は当

然として、それ以上に充実させていると自負しているところである。 

 

１－１ 固有の目的は、知的財産基本法の趣旨を踏まえ、かつ、専門職学位課程の目的に 

    適ったものである。 

２－２（１） 教育課程が、知的財産マネジメントに必要な専門的な知識、思考力、分析 

力、表現力等を修得させるとともに、高い職業倫理観の涵養を図り、グローバル 

な視野を持つ交渉力のある知的財産分野のプロフェッショナルな人材を養成する 

観点から適切に編成されている。 

２－２（２） 知的財産分野の人材養成に共通の基盤となる、知的財産権法に関する科目、  

 経営・技術を含む周辺領域の知識や広い視野を涵養する科目、基礎知識を展開発 

展させる科目、先端知識を学ぶ科目等が適切に配置されている。 

２－２（３） 学生による履修が系統的・段階的に行われるよう適切に配慮されている。  

２－４  授業科目の特徴、内容、履修形態、その履修のために要する学生の学習時間（ 

    教室外の準備学習・復習を含む）等を考慮して、適切な単位が設定されている。 

２－１４ ひとつの授業科目について同時に授業を受ける学生数は、授業の方法、施設・ 

設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分にあげられる適当な人 

数となっている。 

２－１５ 固有の目的を達成し得る実践的な教育を行うことができるよう、事例研究、双 

方向・多方向で行われる討論、その他の方法（例えば、グループ学習、ケースメ 

ソッド、シミュレーション、インターンシップ等）により授業を行うなど、適切 

な配慮がなされている。 

２－２４ 授業の内容・方法の改善を図るために、組織的な研修・研究を適切に実施して 

いる。 

 

このほか、３章 「教員・教員組織」についての項目 ３－１から３－６まで、３－１１、

４章 「学生受け入れ」についての項目 ４－２、４－４、第６章・「教育研究環境」につ

いての項目 ６－１、第 7 章「運営管理」についての項目 ７－７、第８章「点検･評価、

情報公開」についての項目 ８－４などが挙げられる。 

 

また、レベルⅠ・○の大学基準協会が法令に準じて求める事項についても、すべての点

について基準を遵守していることが確認できた。 
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 次に、各項目のレベルⅡの項目についていえば、教育研究の質を今後も継続的に維持・

向上させていくために点検・評価することが高度に望まれる事項であることを十分承知し

ており、本学知的財産専門職大学院では、前回の認証評価後も怠りなく、各項目について

その充足を図ってきたことが、確認された。 

特に特色ある取り組みに関する事項、１－６、２－１１、２－２７、３－２０、４－７、

５－６、６－９、７―９、８－６の各項目については、それぞれの項目において詳述した

とおり、本学知的財産専門職大学院においては充実した取り組みを実践している。 

 

以上、自己評価・点検における限り、本学知的財産専門職大学院としては今回の認証評

価においても一定以上の評価を得られる十分な結果となったが、現状に甘んじることなく

現代社会の急激な変化に対応し、産業社会のニーズに応え、グローバル化に対応する人材

育成の強化を行うことは、知的財産専門職大学院が今後とも継続してその向上に取り組ん

でいかなければならない課題である。 

こうした観点から、学則に掲げる固有の目的である「専門職大学院は、学術の理論およ

びその応用に教授研究し、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識および卓

越した能力を培う」の実行において、社会人を含めて大学院に進学する院生の一層多様化

する志望動機や就学目標に対応、かつ適合する取り組みを一層強化・向上させて行かなけ

ればならない。このためには、こうした変化に対応でき、かつ、指導能力を備えた教員の

確保が課題である。本学知的財産専門職大学院は開設から７年を経過し、開設時点での設

置教員も順次退職時期を迎えることになり、教員組織の更新を図っていく必要に迫られて

いる。 

 一方、近年本学大学院への入学者数が減少傾向にあることは運営上の大きな課題である。

これは経済不況の長期化による家計収入減少などが背景にあり、社会人学生、一般学生の

進学意欲の減退、学費支弁者の経済的負担の増大などが原因と考えられる。そこで本学で

は 2013 年度から学費の引き下げ、奨学金の受給者数拡大などの方策を採ることで、進学を

希望する学生の学習意欲に応えてゆきたいと考えている。 

本学大学院で学び、知的財産の専門家として社会に貢献できる有為な人材を継続して輩

出して行くことが本大学院の社会的使命であり、今後も継続的に自己評価・点検を繰り返

しながら、高い理念と意欲、気概をもって社会の要請に応えていく所存である。 

 

                                以上 
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