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（序 章）
2002 年秋に知的財産基本法（平成 14 年法律第 122 号）が成立し、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が明示された。
知的財産基本法においては、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。具体的には、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。
大阪工業大学大学院知的財産研究科（以下、本研究科という）は、こうした社会的な要
請を受けて、知的財産の高度専門人材を育成するという目的のもと、2005 年 4 月に開学し、
現在に至っている。
本研究科は、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、すべての項目について専門職大学院としての評価基準を充足しているものと評価さ
れた。また、2013 年度（平成 25 年度）の認証評価においても同様の評価を得た。
このたび、ふたたび学校教育法第 109 条第 3 項に規定する大学院認証評価の申請を行う
こととなった機会を利用して、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。

大阪工業大学大学院知的財産研究科
研究科長

小 林 昭 寛

（本 章）

１．使命・目的
項目

評価の視点

目的の設定及び

1-1 固有の目的を設定し、かつ、学則等に定められている

その適切性

か。
（
「大学院」第１条の２）

レベル
Ⅰ

Ⅱ

◎

［現状の説明］
大阪工業大学大学院知的財産研究科（以下「本研究科」と言う）の「固有の目的」は、
以下の通り、学則において明確に設定されている。
まず大阪工業大学大学院学則第 1 条 2 項においては、専門職大学院である本研究科を念
頭に置いて、通常の大学院と区別する形で「専門職大学院は、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
を培うことを目的とする」旨が規定され、専門職大学院としての本研究科の一般的な目的
を明確にしている。
そして、これに加えて同学則第 3 条 5 項において、本研究科の目的および本研究科の教
育研究上の目的として、
「知的財産研究科は、専門職課程として、イノベーションを支援す
るために必要な知的財産に関する知識・技能を備えるとともに、法律的素養、国際的な視
野およびビジネス感覚をもった高度な専門職業人を養成しようとするものである」旨を規
定することにより、本研究科の目的をより具体的かつ詳細に規定している。
これらの規定により、本研究科の「固有の目的」は「イノベーションを支援するために
必要な知的財産に関する知識・技能を備えるとともに、法律的素養、国際的な視野および
ビジネス感覚をもった高度な専門職業人を養成すること」であることが学則において明確
にされている。
【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 1-1：2017 年度大学院便覧（P.125 以降 大阪工業大学大学院学則）
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項目

評価の視点

目的の設定及び

1-2 固有の目的は、知的財産基本法の趣旨を踏まえ、かつ、

その適切性

専門職学位課程の目的に適ったものであるか。

レベル
Ⅰ

Ⅱ

◎

（
「専門職」第２条第１項）

［現状の説明］
本研究科の固有の目的は、以下の通り、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。
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、同法第 21 条においては「国は、国民が広く
知的財産に対する理解と関心を深めることにより、知的財産権が尊重される社会を実現で
きるよう、知的財産に関する教育及び学習の振興並びに広報活動等を通じた知的財産に関
する知識の普及のために必要な施策を講ずるものとする」と規定され、さらに同 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、大学等及び事業者と緊
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。
このように、知的財産基本法においては、知的財産に関する教育や人材育成が謳われて
おり、専門職大学院設置基準においては高度専門人材の育成が謳われている。
本研究科は、上記 1-1 で示したとおり、本学大学院学則において「固有の目的」を「イ
ノベーションを支援するために必要な知的財産に関する知識・技能を備えるとともに、法
律的素養、国際的な視野およびビジネス感覚をもった高度な専門職業人を養成すること」
と定めているが、その内容は、知的財産基本法の上記の規定の趣旨を踏まえ、かつ専門職
大学院設置基準の規定による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：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 1-1：2017 年度大学院便覧
（P.125 以降 大阪工業大学大学院学則）
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項目
目的の周知

評価の視点
1-3 教職員や学生等の学内構成員に対して、固有の目的を周
知されているか。

レベル
Ⅰ

Ⅱ

○

［現状の説明］
本研究科の固有の目的は、下記の通り、教職員および院生等の学内構成員に周知されて
いる。
本研究科の固有の目的は、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 5 項に規定されている。
学内構成員に向けては、このほか、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。
【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 1-1：2017 年度大学院便覧
（P.125 以降 大阪工業大学大学院学則）
・資料 1-2：2018 年度知的財産専門職大学院パンフレット
・資料 1-3：2018 年度大阪工業大学案内
・資料 1-4：2018 年度大学院学生募集要項
・資料 1-5：2017 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 1-6：2017 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 1-7：2017 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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項目
アクション・
プランの

評価の視点

レベル
Ⅰ

1-4 固有の目的を実現するためのアクション・プランは策定

策定

されているか。

Ⅱ
○

［現状の説明］
本研究科においては、以下の通り、固有の目的を実現するためのアクション・プランを
策定している。
具体的には、年度初めにおいて研究科長が固有の目的に基づき「知的財産専門職大学院
－今後の運営方針－」を策定し、所属教員及び職員により構成される各種委員会（企画委
員会、教務委員会、入試委員会、広報（HP）委員会、就職委員会、研究委員会、国際交流
委員会）等を通じてその運営方針に沿った活動を研究科全体として実施している。
上記「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 回目の研究科
委員会（本研究科所属の全教員が出席）において議論・周知するとともに、第 1 回目の合
同連絡会議（本研究科の全教員と各部教員の全員が出席）においても知的財産学部・大学
院知的財産研究科所属の全教員に周知している。2017 年度の方針の要旨は、次のとおりで
あった。
【2017 年度方針】
本研究科は、教育研究上の目的として「イノベーションを支援するために必要な知的財
産に関する知識・技能を備えるとともに、法律的素養、国際的な視野およびビジネス感覚
をもった高度な専門職業人の養成」を掲げている（大学院学則 3 条 5 項）
。
本研究科の主な業務は「知的財産に関する高度専門教育サービスの提供」であり、サー
ビスの提供先は一義的には卒業後に社会で活躍することが予定されている学生（及びその
保護者）であるが、修了後に学生を受け入れる社会、とりわけ産業界もサービスの重要な
提供先である。
したがって、学生（及びその保護者）並びに産業界を２種類の顧客として意識して大学
院の運営にあたる。
１．教育研究の方針（３つの人材像・４つの主要科目領域）
2014 年度の学則等の改定により、①教育研究上の目的、②カリキュラムポリシーと教
育課程表、③アドミッッションポリシー、④ディプロマポリシーの大幅改定を行なうと
ともに、この方向性に沿って具体的な３つの人材像を定めるとともに、４つの主要科目
領域との関係を示した下図を用いて本研究科の教育内容を説明してきた。
この教育方針は知財関係者や産業界の方々に好感を持って受け止められている。また、
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この教育方針を見たうえで大学院進学を決めた 2016 年度以降の入学者の多くが、この人
材像と科目領域に沿って自らの将来希望を語る状況になっており、この教育方針が学生
にも定着しつつある。したがって、今年度もこの方針に沿って研究科を運営する。

イノベーション支援人材

イノベーション
支援領域

基幹法
領域

ビジネス
領域

グローバル
領域

グローバル知財人材

知財マネジメント人材

２．教育課程・授業内容等の見直し（提供する教育サービスの内容の改善）
2015 年度から新教育方針を実施した結果を踏まえて、2016 年度には主にビジネス領域
の強化のための教育課程表の改定を行ったが、教育内容の充実の必要性や在学生の要望
などを考慮して 2017 年度も更なる改善を検討する。
（１）ビジネス領域
「知的財産事業化演習」
（仮称）を 2018 年度に向けて新設することを検討する。コンセ
プトとしては、既存の特許発明を活用した事業化のアイデアを企画立案し発表する演習
科目とすることを想定。
（２）イノベーション支援領域
・
「特許権取得実務Ⅰ」
、
「特許権取得実務Ⅱ」をそれぞれ「特許権取得実務（出願作成）」
、
「特許権取得実務（拒絶対応）
」と改称したうえで、1･2 年次とも履修可能な登録必修
科目とすることを検討する。
（メディア授業対応についても併せて検討）
・
「知的財産情報検索分析要論」の授業内容を強化したうえで、1･2 年次とも履修可能な
登録必修科目とすることを検討する。
（昼夜開講やメディア授業対応についても併せて

5

検討する。
）
（３）グローバル領域
・
「リーガルイングリッシュⅠ・Ⅱ」のあり方について検討する。
・領域内の科目のスクラップ＆ビルドを検討する。
（４）３領域にまたがる弁理士試験免除対象１４科目の授業内容の見直し
既に関係の先生方と検討開始済み。検討内容は、①３人材像に基づく多様なニーズと
弁理士試験用の学習とをどのように両立させるか、②論述式試験に対応する論点把握力、
分析力、文章表現力などをどのように涵養するか、③「落とすための短答式問題」をど
のように取り扱うか、④１４科目の役割分担や連携をどのようにするかなど。
１４科目のうち１年次科目については 2017 年度前期より改善後の授業を開始予定。
２年次科目については 2018 年度に改善後の授業を開始予定。
３．修学環境・試験制度等（サービスの提供方法の改善）
できるだけ多くの者が本研究科の教育サービスを入手することができるように、長期
履修制度、秋入学、
「スカイプ面談＋書類選考」方式による入試制度の運用などの教育シ
ステムの改善・拡充を図る。
●長期履修制度
今年度が長期履修制度の適用後３年目。長期履修制度がなければ就学不能だった学生
の入学につながるなどの成果が出ているため、今年度も積極的に推進する。
●秋入学
外国人留学生と一部の社会人学生に利用され好評であるが、入学者数は少ないため、
更なる制度の周知を図る。
●入試制度の運用
留学生又は遠隔地の社会人入学希望者について、
「スカイプ面談＋書類選考」方式の入
試体制が完備したため、本学に一度も来訪することなく入学することができるようにな
った。2017 年度からは、この体制を活用することにより入学希望者の便宜を図る。
●高度メディアを利用した授業
2017 年度からメディア授業を本格的に開始した。2017 年度前期のメディア授業履修申
請者は１３名、許可された科目数は１０科目、許可件数（延べ人数・科目数）は２５件
と、予想を上回る強いニーズが認められた。
（２５件のうち、同時開講の複数授業の履修
が５件、知財塾との重複履修が１６件、遠距離通学者の７時限目の履修が４件）

6

2017 年度は、制度の円滑な実施を図りつつ、2018 年度に向けての改善点を検討する。
とりわけ、メディア授業対応の科目は６１科目中の３６科目（５９％）、復習用録画提供
の科目は６１科目中の４２科目（６９％）であるところ、2018 年度に向けてこの比率を
更に高める方策を検討する。
更に、2017 年度途中及び 2018 年度に向けて、ネットワークカメラの増設と交換（フル
ＨＤ化）を検討する。
（例えば、夏期集中講義を行う大宮情報演習室への追加設置、梅田
の１００６および１００７教室への追加設置など、サーバー増設なしにカメラの増設が
可能な限度で装備を拡充する。
）
４．就職支援
就職支援は、学生（及びその保護者）に対する重要なサービスであるだけでなく、社
会とりわけ産業界に対する貢献でもある。また、後述のように「就職の質」
（知財専門職
比率、中堅・大企業就職率）が学内進学者への最大の訴求ポイントである。さらには、
人手不足の顕在化により、就職率（「就職の量」）は差別化要因ではなくなるものと予想
されるため、「就職の質」を高めることが重要である（全学的にも「中堅・大企業比率」
を新たな目標指数とする予定）
。これらの点を意識して就職支援策を展開する必要がある。
●一般学生への就職支援
全学的な就職支援に加えて、本研究科の一般学生（日本人学生の新卒と同じ就職活動
をする外国人留学生を含む）に対し、知的財産分野での就職に特有な事情を考慮した就
職指導を行ってきた。昨年度は就職支援説明会をＭ１年次の１２月から開始したが、2017
年度は大幅に前倒しして、Ｍ１年次の５月に開始する。
知財専門職としての採用、中堅･大企業への就職が可能になるように支援する。ＯＢ等
による個別の企業説明会の開催要請を積極的に受け入れるほか、大学側からも開催を持
ちかける。
●インターン先の抜本的な拡大
中長期的に「就職の質」
（知財専門職比率、中堅・大企業就職率）を高めるために、知
財協の関西支部に加盟している大企業を中心に、知財インターンの受入れを要請する。
また、企業説明会の個別開催を打診する。
５．その他
国際交流の推進を図る目的で、海外提携大学との交流の拡大、JICA 研修生と WIPO 研修
生の受け入れを実施する。また、2018 年度に梅田新キャンパスにおいて日本知財学会の
年次大会を開催する方向で調整を開始する。
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●国際交流の推進
海外提携大学との交流の拡大（台湾から３名）、ＪＩＣＡ研修生（メキシコ２名＋日系
１名）とＷＩＰＯ研修生（１名）の受け入れを行う。なお、2017 年度からは、受託資金
を利用して受入れ業務の一部を外注することにより、教職員の負担を軽減する。
引き続き、①在学生へのグローバル教育、②本大学院の対外的な宣伝、③入学者の増
加の観点で実効を上げる方策を検討する。
●知財学会の誘致
2018 年度に梅田新キャンパスにおいて知財学会を開催する方向で調整を開始する。
６．入学者数の推移と入学者確保のための施策
産業界における知的財産の専門家のニーズは強く、
「知的財産に関する高度専門教育サ
ービスの提供」には社会的な意義がある。しかし、本研究科がこの業務を持続可能に行
うためには、一定の入学者数を確保することが極めて重要である。
また、全学的に大学院進学率を高めることが新たな目標になっており、大学全体の学
内進学率を 20％以上にすることを目指している。
これらを実現するためには、①本研究科の教育サービスの魅力を高めるとともに、②
プロモーションの強化を図る必要がある。
【根拠・参考資料】
・資料 1-8：
「知的財産専門職大学院－2017 年度の運営方針－」
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項目
特色ある
取組み

評価の視点

レベル
Ⅰ

1-5 固有の目的には、どのような特色があるか。

Ⅱ
○

［現状の説明］
本研究科の固有の目的は 1-1 で述べた通り、
「イノベーションを支援するために必要な
知的財産に関する知識・技能を備えるとともに、法律的素養、国際的な視野およびビジネ
ス感覚をもった高度な専門職業人を養成すること」である（大学院学則第 3 条 5 項）
。
本研究科の固有の目的の第一の特色は、知的財産は学際的で多面的なものであるとの認
識に基づいて、育成しようとする知的財産専門人材が備えるべき知識･能力を、法律的観点、
実務的／技術的な観点、国際的な観点、ビジネス的な観点という４つの観点から幅広く捉
えている点である。
具体的には、養成しようとする人材が「イノベーションを支援するために必要な知的財
産に関する知識・技能」を備えるべきことを掲げることにより、イノベーションや技術の
商業化の支援のために知財の法律や制度を現実の場に適用できる人材の育成を目指してい
る。また、
「法律的素養」を掲げることにより、そうした人材は、当然の前提として知的財
産法を含む法律の基本的な知識を有していなければならないことを明確にしている。また
「国際的な視野」を掲げることにより、目標とする人材が、グローバルな視点を持ち、知
的財産を国際競争の場で展開できるような人材であるべきでことを明らかにしている。さ
らには、
「ビジネス感覚」を掲げることにより、目標とする人材が知的財産をビジネスのツ
ールとして戦略的に活用できるような人材であることを明確にしている。
そして、後述のように、知的財産に関するこの４つの観点を教育課程表における主要４
領域に対応させている。
このように、養成すべき知的財産に係る高度専門職業人が身に付けるべき知識・能力を
広く定義している点が、本研究科の固有の目的の第一の特色である。
なお、知的財産は極めて専門的でありながら学際的であるため、専門的で深い知識を必
要とする一方で多岐にわたる知識や能力も必要とする。そのため２年間の在学期間にこれ
らの４つの観点の知識や能力のすべてを１００％の高水準で獲得することは現実的ではな
いことから、履修計画を立てる際にはまず自分が得意な、または関心が高い領域から勉強
を開始して徐々に領域を広げるとともに、卒業後も職業人生の過程で自己成長を図るよう
指導している。
そして、こうしたダイナミックな自己成長に対するガイダンスを分かり易く示すために、
「イノベーション支援人材」、「グローバル知財人材」、「知財マネジメント人材」という３
つ（そして完成形の「オールラウンド人材」を入れると４つ）の人材像を設定して、教育
課程表の編成と履修指導などを行っている。
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本研究科の固有の目的の第二の特色は、要請すべき人材像を設定するときに「専門職業
人」を念頭に置いている点である。この点は、専門職大学院である以上当然のことではあ
るが、本学の建学の精神が専門職業人の育成を目標に置いていることの反映でもある。
また、専門職業人の養成を目標に掲げる以上、固有の目的は、卒業した人材を受け入れ
る産業界のニーズに基づいたものであるべきとの考え方に基づき、大企業・中小企業、特
許事務所などの産業界の意見を反映したものとしている。こうした意見の反映の結果、法
律的観点、実務的／技術的な観点、国際的な観点、ビジネス的な観点という４つの観点の
知識･能力を備える人材を育成することを固有の目的に掲げるに至っている。
更には、本研究科の固有の目的は、知的財産分野の高度専門職の代表例としての弁理士
になるための国家試験を受験しようとする者も想定した内容になっているとともに、後述
のように教育課程の編成においては弁理士試験の一部免除制度の適用を可能とする科目も
設置している。

イノベーション支援人材

イノベーション
支援領域

基幹法
領域

ビジネス
領域

グローバル
領域

グローバル知財人材

知財マネジメント人材

【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 1-2：2018 年度知的財産専門職大学院パンフレット
［１.使命・目的

点検･評価（長所と問題点）
］
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（評価の視点 1-2）
本研究科の固有の目的は「イノベーションを支援するために必要な知的財産に関する
知識・技能を備えるとともに、法律的素養、国際的な視野およびビジネス感覚をもった
高度な専門職業人を養成すること」である。
このような目的を掲げる大学院は日本でほかには見当たらない。オンリーワンの存在
として知的財産に関する高度専門人材を育成している点が特筆すべき点である。
（評価の視点 1-5）
本研究科の固有の目的の第一の特色は、知的財産は学際的で多面的なものであるとの
認識に基づいて、育成しようとする知的財産専門人材が備えるべき知識･能力を、法律的
観点、実務的／技術的な観点、国際的な観点、ビジネス的な観点という４つの観点から
幅広く捉えている点である。また、第二の特色は、養成すべき人材像を設定するときに
「専門職業人」を念頭に置いている点である。
そして、卒業後の職業人生におけるダイナミックな自己成長も含めてのガイダンスを
示すために、
「イノベーション支援人材」、
「グローバル知財人材」、
「知財マネジメント人
材」という３つ（そして完成形の「オールラウンド人材」を入れると４つ）の人材像を
設定して、教育課程表の編成と履修指導などを行っている。
こうした特色を持った専門職大学院は過去を振り返っても他には存在しないため、こ
れは本研究科が誇るべき長所であると考えている。
［１．使命・目的 将来への取り組み・まとめ］
（評価の視点 1-2）
日本で唯一の知的財産専門職大学院として、この分野の教育をリードしていく所存で
ある。
（評価の視点 1-5）
将来にわたり、本研究科の長所である特色ある固有の目的に基づいて、具体的な施策
をスピーディーに展開していく所存である。
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２．教育の内容・方法・成果
２－（１）教育課程・教育内容

項目

評価の視点

教育課程

2-1 学位授与方針及び教育課程の編成・実施方針を明文化し、

の編成

学生に対して周知を図っているか

レベル
Ⅰ

Ⅱ

○

［現状の説明］
１．学位授与方針について
本研究科のディプロマポリシーは、以下のとおりに明文化されており、その内容は、大
学院便覧、本学のホームページ、大学院パンフレットなどにより学生に周知されている。
「
『イノベーションを支援するために必要な知的財産に関する知識・技能を備えるとともに、
法律的素養、国際的な視野およびビジネス感覚をもった高度な専門職業人を養成する』と
の教育目標に即して、専門職学位課程に２年以上在学して所定の単位を修得し、授業や研
究活動を通じて、下記に掲げる能力の到達状況を総合的に見て高度な専門職業人にふさわ
しいと判断できる学生に対して修了を認定し、知的財産修士（専門職）の学位を授与する。
①知的財産の保護と活用に関する実務知識をイノベーションに適用することができる。
②知的財産に関する法律知識を知的財産の保護と活用に関する業務に適用することがで
きる。
③国際的な知的財産に関する知識をグローバルな企業活動に適用することができる。
④知的財産のビジネス利用に関する知識を知的財産マネジメントの業務に適用すること
ができる。
」
なお、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、学長が行うものとしている。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るとともに、概要を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。
２．教育課程の編成・実施方針について
本研究科のカリキュラムポリシーは、以下のとおりに明文化されており、その内容は、

12

大学院便覧、本学のホームページ、大学院パンフレットなどにより学生に周知されている。
「『イノベーションを支援するために必要な知的財産に関する知識・技能を備えるととも
に、法律的素養、国際的な視野およびビジネス感覚をもった高度な専門的職業人を養成す
ること』との教育目標を実現するために教育課程を体系的に編成する。具体的には、教育
課程に次の領域を設定する。
1)主として知的財産に関する法律の教育に重点をおく領域（基幹法領域）
2)イノベーションを支援するために必要な知的財産に関する知識や技能に関する教育に
重点をおく領域（イノベーション支援領域）
3)国際的な知的財産の保護と活用に関する教育に重点を置く領域（グローバル領域）
4)主として知的財産のビジネスへの利用に関する教育に重点を置く領域（ビジネス領域）
5)上記 1)～4)の複数の領域にわたる総合的な教育に重点をおく領域（分野横断領域）
6)知的財産に関する問題を調査・研究する領域（研究領域）
あわせて、それぞれの領域および科目の特性に応じた適切な教員配置と教授法を提供す
るとともに、専門職業人となることをめざす多様な背景を持つ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。」
【根拠・参考資料】
学位授与方針および教育課程の編成・実施方針
・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 1-1：2017 年度大学院便覧（P.25 ディプロマポリシー/学位授与の方針）
・資料 1-2：2018 年度知的財産専門職大学院パンフレット（P.20 教育方針）
大阪工業大学学位規定
・資料 1-1：2017 年度大学院便覧
（P.129 大阪工業大学学位規定）
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項目

評価の視点

レベル
Ⅰ

Ⅱ

2-2 学位授与方針を踏まえた教育課程の編成・実施方針に基づ
き、理論と実務の架橋である点に留意し、次に掲げる事項
を踏まえ、教育課程を体系的に編成しているか（
「専門職」
第 6 条）
。
教育課程
の編成

（1）教育課程が、産業界の企業やその他の団体・機関等にお
ける知的財産専門人材に必要な知的財産権法制度、知的財

◎

産戦略、知的財産活用、R&D マネジメント、企業経営など
の専門的な知識、思考力、分析力、表現力等を修得させる
とともに、高い職業理論観の涵養を図り、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編成していること。

［現状の説明］
本研究科では、評価の視点2-1で示したディプロマポリシーを踏まえたカリキュラムポリ
シーに基づき、理論と実務の架橋である点に留意しつつ、教育課程を体系的に編成してい
る。また、その際、評価の視点2-2の(1)に掲げられた事項を踏まえて教育課程を体系的に
編成している。具体的には、下記のとおりである。
１．「知的財産権法制度」に関する「専門的な知識、思考力、分析力、表現力等の修得」
については、教育課程において「基幹法領域」と「イノベーション支援領域」を設定する
ことにより対応している。
（カリキュラムポリシーの1）と2)を参照。）
「基幹法領域」とは、知的財産法を中心にした法律的素養（リーガルセンス）を身につ
ける科目領域である。知的財産は法律で保護されることによって財産的な価値を持つもの
であり、法律を理解することが基本となることから、知的財産分野の業務のために必要な
知的財産法を中心にした法律の素養を身に付ける領域を設定している。
また、「イノベーション支援領域」は、イノベーションを支援するために必要な知的財
産に関する実践的な知識やスキル（イノベーションセンス）を身につけるための科目領域
である。研究開発、デザイン開発、ブランド構築などの企業活動は競争力の源泉であり、
知的財産分野の業務にはこのような活動の成果を上手に保護･活用することによって、イ
ノベーションを支援するための実践的な知財スキル（権利取得･契約･訴訟の知識など）を
身に付けることが必要であることから、この科目領域を設定している。

２．「知的財産戦略、知的財産活用、R&Dマネジメント、企業経営などの専門的な知識、思
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考力、分析力、表現力等の修得」については、教育課程において「ビジネス領域」を設定
することにより対応している。
（カリキュラムポリシーの4)を参照。）
「ビジネス領域」は、知的財産のビジネス利用に関するビジネス感覚（ビジネスセンス）
を身につけるための科目領域である。企業にとって知的財産をビジネスに活用することは
最重要課題であることから、知的財産に携わる人材にとって、重要な知識･能力であるビ
ジネスセンスを体系的に身に付けために本科目領域を設定している。
３．
「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」点については、教育課程において「グローバル領域」を設定することにより対応
している。
「グローバル領域」は、知財関連条約、外国知財法、国際契約、国際訴訟の知識など、
知財に基づく国際的な展開を見通す国際的な視野（グローバルセンス）を身につけるため
の領域である。知財についてすべて英語で教える科目や英語自体を教える科目も包含して
いる。企業活動のグローバル化に伴い、もともとグローバルな性格を持つ知的財産はます
ます国際的になっていることから、知的財産に携わる人材に求められるグローバルセンス
を身に付けるために本科目領域を設定している。
４．
「高い職業理論観の涵養」についてはそれ単独の目的では特定の科目を設置してはいな
いが、知的財産に関する専門職業人となるために必要な多岐にわたる科目を履修する過程
で、知財専門家としての職業倫理観が涵養されるようにしている。
【根拠・参考資料】
・資料 1-1：2017 年度大学院便覧
（P.25 知的財産研究科のディプロマ・カリキュラム・ポリシー等）
（P.83 以降 授業科目等一覧表）
・資料 1-2：2018 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）
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項目

評価の視点

レベル
Ⅰ

Ⅱ

（2）知的財産分野の人材養成に共通の基盤となる科目や広い
教育課程

視野を涵養する科目、基礎知識を展開発展させる科目、知

の編成

的財産実務技能を修得させる実践的科目等を適切に配置

◎

していること。
［現状の説明］
本研究科では、上記2-1で示したディプロマポリシーを踏まえたカリキュラムポリシーに
基づき、理論と実務の架橋である点に留意しつつ、教育課程を体系的に編成している。ま
た、その際、評価の視点2-2の(2)に掲げられた事項を踏まえて教育課程を体系的に編成し
ている。具体的には、下記のとおりである。
１．「知的財産分野の人材養成に共通の基盤となる科目」として、「基幹法領域」における
「知的財産法基礎科目群」５科目および「グローバル領域」における「知的財産関連条約
科目群」２科目で計７科目を配当している。
２．
「基礎知識を展開発展させる科目」としては、「イノベーション支援領域」において「知
的財産法実務科目群」の４科目を配当している。また、「基幹法領域」の「知的財産法応
用科目群」に７科目を配当している。
３．「広い視野を涵養する科目」として、「ビジネス領域」において１０科目を配当し、企
業などの現場で必要となるビジネス感覚を身に付けるための科目として位置づけている。
また、「グローバル領域」において「外国知財法科目群」及び「国際知的財産活用科目」
として合計７科目を配当し、グローバルな視野を身につけるための科目として位置づけて
いる。
４．「知的財産実務技能を修得させる実践的科目」としては、「イノベーション支援領域」
において「知的財産保護実務科目群」の２科目、「知的財産活用実務科目」の１科目、「情
報検索科目群」の１科目、「特定技術分野実務科目群」の２科目、「技術系科目群」の３
科目の合計９科目を配当している。
【教育課程表と科目領域】
本研究科の教育課程表（2017年4月時点）における科目領域と授業科目の一覧を下記に
示す。科目数は約６０（約１２０単位）に及ぶ。
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（ⅰ）基幹法領域〔科目群：知的財産法基礎科目、知的財産法応用科目、一般法律科目 16科目〕
基幹法領域は、知的財産法を中心にした法律的素養（リーガルセンス）を身につ
ける領域である。知的財産は法律で保護されることによって財産的な価値を持つも
のであり、法律を理解することが基本となることから、知的財産分野の業務のため
に必要な知的財産法を中心にした法律の素養を身に付けることを狙いとしてこの領
域を設置している。
（ⅱ）イノベーション支援領域
〔科目群：知的財産法実務科目、知的財産保護実務科目、知的財産活用実務科目、
情報検索科目、特定技術分野実務分野、技術系科目

計13科目〕

イノベーション支援領域は、イノベーションを支援するために必要な知的財産に関
する実践的な知識やスキル（イノベーションセンス）を身につけるための領域である。
研究開発、デザイン開発、ブランド構築などの企業活動は競争力の源泉であり、知的
財産分野の業務にはこのような活動の成果を上手に保護･活用することによって、イ
ノベーションを支援するための実践的な知財スキル（権利取得･契約･訴訟の知識など）
を身に付けることが必要であることから、この科目領域を設定している。
（ⅲ）グローバル領域
〔科目群：知的財産関連条約科目、外国知恵t気財産法科目、国際知的財産活用科目、
国際法一般科目、語学系科目、在外研究科目 計15科目〕
グローバル領域は、知財関連条約、外国知財法、国際契約、国際訴訟の知識など、
知財に基づく国際的な展開を見通す国際的な視野（グローバルセンス）を身につけ
るための領域である。企業活動のグローバル化に伴い、もともとグローバルな性格
を持つ知的財産はますます国際的になっていることから、知的財産に携わる人材に
求められるグローバルセンスを身に付けるためにこの領域を設定している。
（ⅳ）ビジネス領域〔計10科目〕
ビジネス領域は、知的財産のビジネス利用に関するビジネス感覚（ビジネスセン
ス）を身につけるための領域である。企業にとって知的財産をビジネスに活用する
ことは最重要課題であるため、本領域では、知的財産に携わる人材にとって、重要
な知識･能力であるビジネスセンスを体系的に身に付けることを狙いとしている。
（ⅴ）分野横断領域〔計3科目〕
分野横断領域は、上記の（ⅰ）～（ⅳ）の専門領域で身に付けた知識を総合的に
活用することで、実践力を身に付けるための科目や、各領域のいずれか一つには収
まらない事項を学ぶ科目を配置している。
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（ⅵ）研究領域〔計3科目〕
研究領域では在学期間中に継続して研究活動を行う科目群を必修科目として配当
しており、専門知識を実践で活用できる能力を身に付けるものである。
これらの各領域における授業科目等の一覧は、下記の教育課程表に示されている。
注

履修
年次

特許法・実用新案法要論Ⅰ

2

1

週時間数
前期
後期
（2） （2）

特許法・実用新案法要論Ⅱ
意匠法要論

2
2

1
1

（2）
（2）

（2）
（2）

商標法要論
著作権法要論

2
2

1
1

（2）
（2）

（2）
（2）

知的財産法専門特論Ⅰ
知的財産法専門特論Ⅱ

2
2

2
2

（2）
（2）

（2）
（2）

知的財産法専門特論Ⅲ
知的財産法専門特論Ⅳ

2
2

2
2

（2）
（2）

（2）
（2）

著作権法特論
不正競争防止法特論

2
2

1
1・2

（2）
（2）

（2）
（2）

コンテンツ知的財産特論
民法要論Ⅰ

2
2

1・2
1・2

（2）
（2）

（2）
（2）

民法要論Ⅱ
民事訴訟法要論Ⅰ

2
2

1・2
1・2

（2）
（2）

（2）
（2）

民事訴訟法要論Ⅱ
特許法・実用新案法特論Ⅰ

2
2

1・2
1

（2）
（2）

（2）
（2）

特許法・実用新案法特論Ⅱ
意匠法特論

2
2

1
1

（2）
（2）

（2）
（2）

商標法特論

2

1

（2）

（2）

特許権取得実務Ⅰ

2

1

（2）

（2）

特許権取得実務Ⅱ

2

2

（2）

（2）

知的財産活用
実務科目

知的財産訴訟特論

2

2

（2）

（2）

情報検索科目

知的財産情報検索分析要論

2

1

（2）

（2）

特定技術分野
実務科目

医薬特許特論
IT知的財産特論

2
2

2
2

（2）
（2）

（2）
（2）

機械技術要論
電気電子要論

2
2

1・2
1・2

（2）
（2）

（2）
（2）

応用化学・生命工学要論

2
1・2

（2）

（2）

1

（2）

（2）

授業科目

知的財産法
基礎科目

基
幹
法
領
域

知的財産法
応用科目

一般法律科目

知的財産法
実務科目

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
支
援
領
域

単位数の前に●を付した授業科目は必修科目

単位
数

知的財産保護
実務科目

技術系科目

域 領 ル バ ー 知的財産関連
ログ

2

知的財産関連条約要論
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備考

知的財産法基礎科
目または知的財産
法応用科目から2
単位以上修得する
こと

知的財産法実務科
目 か ら 2単 位 以 上
修得すること。
知的財産保護実務
科目から2単位以
上修得すること。

技 術 系 科 目 か ら 1科
目以上の科目を選択
して履修すること
（選択した科目のう
ち一科目については
履修辞退することが
できない）

グローバル領域か

条約科目

外国知的財産法
科目

国際知的財産
活用科目
国際法一般科目
語学系科目
在外研究科目

ビジネス領域

分野横断領域

研究領域

知的財産関連条約特論
米国特許法特論
アジア知的財産法特論
比較商標法特論
比較著作権法特論
比較知的財産法要論
比較知的財産法特論

2
1
1
1
1
2
2

1
2
2
2
2
1・2
2

（2）
（2）
（2）
（2）
（2）
（2）
（2）

（2）
（2）
（2）
（2）
（2）
（2）
（2）

知的財産国際訴訟特論

2

2

（2）

（2）

国際関係法要論
知的財産実務英語
リーガルイングリッシュⅠ
リーガルイングリッシュⅡ
国際知的財産研究Ⅰ
国際知的財産研究Ⅱ
発明工学特論
知的財産技術経営特論(基礎)
知的財産技術経営特論(応用)
知的財産経営戦略特論(基礎)
知的財産経営戦略特論(応用)
IPビジネス契約特論
国際IPビジネス契約特論
知的財産評価特論
技術標準と知的財産特論
マーケティングとブランド特
論
現代知的財産制度特論
知的財産専門実務特論
インターンシップ
リサーチリテラシー
研究基礎
特別研究

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1・2
1・2
1
1
1・2
1・2
1・2
1・2
1・2
1・2
1・2
1・2
1・2
1・2
1・2

（2）
（2）
（2）
（2）
（2）
（2）
（2）
（2）
（2）
（2）
（2）
（2）
（2）
（2）
（2）

（2）
（2）
（2）
（2）
（2）
（2）
（2）
（2）
（2）
（2）
（2）
（2）
（2）
（2）
（2）

1・2

（2）

（2）

2
2
2
●1
●1
●4

2
1
1
1
1
2

（2）
（2）
（2）
（1）
（1）

（2）
（2）
（2）
（1）
（1）

ら4単位以上修得
すること

ビジネス領域から
2単位以上修得す
ること

4

【根拠・参考資料】
・資料 1-1：2017 度大学院便覧（P.83 以降 授業科目等一覧表）
・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
（http://www.oit.ac.jp/ip/graduate/curriculum/curriculum/index.html）
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項目

評価の視点

教育課程

（３）学生による履修が系統的・段階的に行われるよう適切

の編成

に配慮されていること。

レベル
Ⅰ

Ⅱ

◎

［現状の説明］
本研究科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。また、学習者の多様なニーズに応えるために約60にも及ぶ科目選択肢を
用意していることから、履修設計の自由度も非常に高い。
そこで本研究科では、各学生による履修が系統的・段階的に行われるよう、下記の方策
によって適切な配慮を行っている。
１．３つの基本的な履修プランの提示
下記の３つの基本的な履修方針を示すことにより、学生が系統的・段階的に履修をする
ための履修計画を作成するための手助けをしている。
（１）将来像に応じた履修設計
イノベーション支援人材、グローバル知財人材、知財マネジメント人材、知財オールラ
ウンド人材など、将来の希望に応じた履修計画を基本として提示している。それぞれの将
来像に応じて、主要４領域のそれぞれの比重を変える履修計画である。
（２）入学時の到達度に応じた履修設計
入学時点で、①知的財産を初めて学ぶ者、②知的財産の知識はあるが実務経験がない者
（本学の知的財産学部からの内部進学者等）、③実務経験はあるが知的財産を体系的に学
んだことがない者（多くの知財実務家）、④すでに弁理士資格の取得のための勉強を始め
ている者の４種類に大別して、それぞれに適した履修方針を提示している。
（３）関心分野に応じた履修設計
学生の関心分野が、①技術イノベーション、②デザイン開発、③ブランド構築、④コン
テンツサービスのいずれかに応じて、履修の比重を決める履修方針を提示している。
２．教員による履修指導
（１） 1 年次前期の履修指導教員による履修指導
１年次前期は、ゼミ配属が決まっていないことから、入学当初に学生各人についての履
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修指導教員を決め、１年次前期の授業科目の履修について、その履修指導教員による履修
指導をきめ細かく行っている。
（２） 1 年次後期から 2 年次におけるゼミ担当教員による履修指導
１年次後期に入る前にゼミ配属を決めることから、１年次後期以降は、ゼミ担当教員に
よる履修指導をきめ細かく行っている。
３．履修の義務付け
上述のように、本研究科が提供する科目数は主要４科目領域を中心に約６０科目（約１
２０単位）に及ぶため、学生には非常に幅広い選択肢が与えられている。
こうした科目の選択の自由と系統的な履修とを両立させるために、下記のような履修の
義務付けを行っている。
（１）主要４領域の科目については各領域ごとの最低限の必要履修単位数を示すことによ
って、４領域をバランスよく履修させるように誘導している。
（２）とくに産業界から実務能力の強化を望む声が強いことから、イノベーション支援領
域における「知的財産保護実務科目」のうちの１科目を選択必修科目としている。また、
文系出身者でも科学技術の知識を自ら修得できるようにするために、イノベーション支援
領域における「技術系科目群」のうち少なくとも１科目を必ず履修する（ただし修了要件
ではない）ように義務付けている。

【根拠・参考資料】
・資料 1-1：2017 年度専門職大学院便覧（P.83 以降

授業科目等一覧表）

・資料 1-2：2018 年度知的財産専門職大学院パンフレット （P.9,10 履修プラン）
・資料：大阪工業大学ホームページ 履修プラン掲載欄
（http://www.oit.ac.jp/ip/graduate/curriculum/curriculum/model.html#anchor01）
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項目
教育課程

評価の視点

レベル
Ⅰ

Ⅱ

2-3 知的財産基本法に基づく「知的財産推進計画」、社会から

の編成

の要請、学術の発展動向、学生の多様なニーズ等に対応し

○

た教育課程の編成に配慮されているか。

［現状の説明］
本研究科における教育課程の編成には、知的財産推進計画、社会からの要請、学術の発
展動向、学生の多様なニーズ等が十分に反映されている。
知的財産推進計画や社会からの要請への対応については、知的財産推進計画は社会から
の要請を踏まえて毎年策定されているところ、本研究科の教育課程も、毎年の知的財産推
進計画に掲げられた重要な項目を踏まえて毎年改定している。また、企業人や弁理士等の
外部関係者に対して本研究科の教育課程について説明する機会がある場合は、常に評価を
聴取するように努め、その意見を翌年度の教育改定に活かすようにしている。
学術の発展動向への対応については、一つの授業科目を構成するほどのボリュームがな
い先端的なトピックスを教育課程に盛り込むために、「分野横断領域」に「現代知的財産
制度特論」を設けている。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、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、将来像に応じた科目を自由に選択し、学修者
のニーズに合致した履修設計をすることができる履修プランを設定し、個々の学生
の志望に対応してきめ細かく履修指導・相談を実施することで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
授業の昼夜同一授業開講制を採用し、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（大阪工業大学梅田キャンパス）で受講できる科目を多
数提供していること（平日の昼間のみ開講する科目をごく少数としている）。
（ⅳ）業務多忙な社会人学生、遠隔地通学者、留学生等が希望する科目を履修することが
できるように、ＩＣＴを利用したメディア授業に対応可能な科目を多数設置してい
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
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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 1-1：2017 年度大学院便覧
（P.25 専門職大学院のディプロマ・カリキュラム・ポリシー等）
（P.83 以降 授業科目等一覧表）
・資料 1-2：2018 年度知的財産専門職大学院パンフレット
（P.5～8 授業紹介）
（P.9,10 履修計画）
（P.11,12 国家試験対策）
・資料 2-1：2017 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
（http://www.oit.ac.jp/ip/graduate/curriculum/curriculum/index.html）
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項目

評価の視点

単位認定、

2-4 各授業科目の単位数を、授業の方法、教育効果及び授業時

課程の修了及

間外に必要な学修等を考慮して、適切に設定されている

び在学期間の

か。（
「大学」第 21 条、第 22 条、第 23 条）

レベル
Ⅰ

Ⅱ

◎

短縮
［現状の説明］
本研究科は、以下の通り、各授業科目の単位数を、授業の方法、教育効果及び授業時間
外に必要な学修等を考慮して適切に設定している。
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。
本研究科では、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、本研究科の年間行事においては、前後期ともに授業週15週と試験週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。
【根拠・参考資料】
・資料 1-1：2017 年度大学院便覧
（P.125 以降 大阪工業大学大学院学則）
・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-シラバス（カリキュラムの詳細）
（http://www.oit.ac.jp/ip/graduate/curriculum/curriculum/index.html）
・資料 2-3：2017 年度大阪工業大学大学院知的財産研究科行事日程表
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項目

評価の視点

単位認定、

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

課程の修了及

め、学生が 1 年間又は 1 学期間に履修登録することができ

び在学期間の

る単位数の上限が設定されているか。
（「専門職」第 12 条）

レベル
Ⅰ

Ⅱ

◎

短縮
［現状の説明］
本研究科では、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 1 年
間に履修登録することができる単位数の上限が設定されている。
具体的には、大阪工業大学大学院学則第 28 条 2 項において、本研究科の学生が 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、本研究科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 1-1：2017 年度大学院便覧
（P.125 以降 大阪工業大学大学院学則）
（P.27 履修申請上の注意）
・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
（https://www.oit.ac.jp/japanese/oit/rule_gradoit.html）
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項目

評価の視点

レベル
Ⅰ

Ⅱ

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
得した単位又は当該知的財産専門職大学院に入学前に修

単位認定、

得した単位を入学後に当該知的財産専門職大学院で修得

課程の修了及

した単位として認定する場合、法令上の規定に沿って、当

び在学期間の

◎

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

短縮

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］
本研究科では、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又は
本研究科に入学前に修得した単位を入学後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っている。
具体的には、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、本研究科では、この大学院学則に則り運用している。
そして、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研究科の授業科目に対応する
か否かを確認しており、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。
なお、これまでに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を、入学
後に本研究科で修得した単位として認定したケースはない。他方、本研究科において（科
目等履修制度によって）履修した授業科目について修得した単位を、入学後に本研究科で
修得した単位として認定したケースは多数ある。
【根拠・参考資料】
・資料 1-1：2017 年度大学院便覧
（P.125 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
（https://www.oit.ac.jp/japanese/oit/rule_gradoit.html）
・資料 2-4：2017 年度単位認定の手引き（知的財産研究科）
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項目

評価の視点

単位認定、

2-7 課程の修了認定に必要な在学期間・修得単位数を法令上の

課程の修了及

規定に則して適切に設定されているか。

び在学期間の （
「専門職」第２条第２項、第３条、第 15 条）

レベル
Ⅰ

Ⅱ

◎

短縮
［現状の説明］
本研究科においては、課程の修了認定に必要な在学期間・修得単位数について、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 7 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。
・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、40 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 4 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 36 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 1-1：2017 年度大学院便覧
（P.125 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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項目

評価の視点

単位認定、

2-8 課程の修了認定の基準・方法を学生に対して明示している

課程の修了及

か。

び在学期間の （
「専門職」第 10 条第２項）

レベル
Ⅰ

Ⅱ

◎

短縮
［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 7 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説明会、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 1-1：2017 年度大学院便覧
（P.125 以降 大阪工業大学大学院学則）
（P.27 履修申請上の注意）
・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
（https://www.oit.ac.jp/japanese/oit/rule_gradoit.html）
・資料 1-5：2017 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 1-6：2017 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 1-7：2017 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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項目

評価の視点

単位認定、

2-9 在学期間の短縮を行っている場合、法令上の規定に則して

課程の修了及

当該期間を設定しているか。

び在学期間の （
「専門職」第 16 条）

レベル
Ⅰ

Ⅱ

◎

短縮
［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。

項目

評価の視点

単位認定、

2-10 在学期間の短縮を行っている場合、その基準・方法が、

課程の修了及

学生に対して学則等を通じてあらかじめ明示している

び在学期間の

か。また、明示した基準・方法を公正かつ厳格に運用し

短縮

レベル
Ⅰ

Ⅱ

○

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。

項目

評価の視点

レベル
Ⅰ

Ⅱ

2-11 授与する学位には、知的財産分野や当該知的財産専門職
学位の適切性

大学院の教育内容にふさわしい名称を付しているか。

◎

（
「学位規則」第５条の 2、第 10 条）
［現状の説明］
大阪工業大学学位規定第 2 条 1 項（学位）二号および第 6 条の 2 に定めているとおり、
本研究科の専門職学位課程を修了した者に対し、「知的財産修士（専門職）」という名称の
学位を授与することとなっている。この名称は知的財産に係る専門職業人を育成する本研
究科の教育内容に相応しい名称といえる。
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項目
特色ある

評価の視点

レベル
Ⅰ

Ⅱ

2-12 教育課程・教育内容には、固有の目的に則してどのよう

取組み

な特色があるか。

○

［現状の説明］
本研究科の固有の目的は 1-1 で述べた通り、
「イノベーションを支援するために必要な知
的財産に関する知識・技能を備えるとともに、法律的素養、国際的な視野およびビジネス
感覚をもった高度な専門職業人を養成すること」である（大学院学則第 3 条 4 項）
。
本研究科の固有の目的の特徴は、知的財産は学際的で多面的なものであるとの認識に基
づいて、育成しようとする知的財産専門人材が備えるべき知識･能力を、法律的観点、実務
的／技術的な観点、国際的な観点、ビジネス的な観点という４つの観点から幅広く捉えて
いる点である。
こうした特徴ある固有の目的に則した本研究科の教育課程・教育内容の最大の特色は、
固有の目的において理想の知財人材像を提示するとともに、主要４領域を中心に約 60 にも
及ぶ授業科目の選択肢を用意している点である。そのため、学生は、理想的な知的財産人
材になることを目指しつつ、幅広い選択肢から自由に履修をすることができるようになっ
ている。
その結果、学習のモチベーションが刺激され、学生が幅広い分野で多くの科目を履修す
るような誘因が働く。
（このことは、2016 年度修了生の修了要件単位数は 46 単位であるの
に対し、実際に修得した平均単位数がこれを大きく上回る 60 単位にも上ることからも明ら
かである。
）
なお、弁理士も知的財産分野の高度専門職業人の典型例の一つであるところ、本研究科
の教育課程・教育内容のもう一つの特色として、弁理士試験の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いることが挙げられる。また弁理士試験の論文式
選択科目が免除されるための修了要件としての論文科目も提供していることも挙げられる。
弁理士試験をめざす学生は少数派ではあるものの、2016 年度までの 11 期生で 16 名の弁
理士試験合格者を出し、2017 年度には、在学中の学生が弁理士試験に合格する（すなわち、
免除制度によらずに合格する）などの教育効果を上げている。

【根拠・参考資料】
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・資料 1-1：2017 年度大学院便覧
（P.83 以降 授業科目等一覧表）
・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-シラバス（カリキュラムの詳細）
（http://www.oit.ac.jp/ip/graduate/curriculum/curriculum/index.html）
・資料 1-2：2018 年度知的財産専門職大学院パンフレット
（P.11,12 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 弁理士試験支援制度
（http://www.oit.ac.jp/ip/graduate/career/benrishi/index.html）
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２－（２）教育方法

項目

評価の視点

履修指導、

2-13 学生に対する履修指導、学習相談を学生の多様性（学修

学習相談

歴や実務経験の有無等）を踏まえて適切に行っているか。

レベル
Ⅰ

Ⅱ

○

［現状の説明］
本研究科では、次のとおり、学生に対する履修指導、学習相談を、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っている。
(1)学生の多様性（学修歴や実務経験の有無等）を踏まえて、入学前の履修説明会において
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、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)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。2017 年度から導入した
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。
このように、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 1-5：2017 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 1-6：2017 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 1-7：2017 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
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項目
履修指導、

評価の視点

レベル
Ⅰ

Ⅱ

2-14 インターンシップ・実習等を実施する場合、守秘義務等

学習相談

に関する仕組みを規程等で明文化し、かつ、適切な指導

○

を行っているか。

［現状の説明］
本研究科では、インターンシップ・実習等を実施する場合、守秘義務等に関する仕組み
を規程等で明文化し、かつ、適切な指導を行っている。
具体的には、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。
2016 年度派遣実績は 13 名であった。
＜協定書第７条＞
乙及び派遣学生は、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）を他に漏らしてはならない。
２

乙は、派遣学生が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）を記述又は保存した書類・メディアに関して、甲の研修責任者の許可無く派
遣先から持ち出さないよう指導するものとする。

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）
・資料 2-17：大学院科目インターンシップ説明会資料 2016
・資料 2-18：2016 年度インターンシップ評価

33

項目

評価の視点

レベル
Ⅰ

Ⅱ

2-15 １つの授業科目について同時に授業を受ける学生数は、
授業の方法等

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］
本研究科では、１つの授業科目について同時に授業を受ける学生数を、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
している。
具体的には、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（梅田
キャンパスで開講）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 38 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（「知的財産情報検索分析要論」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 2-8：2016 年度受講者統計一覧（知的財産研究科）
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項目

評価の視点

レベル
Ⅰ

Ⅱ

2-16 固有の目的を達成し得る実践的な教育を充実させるため
に、事例研究や現地調査あるいは双方向・多方向で行わ
授業の方法等

れる討論等を取り入れた方法等（例えば、フィールドワ
ーク、ワークショップ、シミュレーション、ロールプレ

◎

イング、インターンシップ）、適切な教育方法や授業形
態を採用しているか。（
「専門職」第８条第１項）
［現状の説明］
本研究科では、固有の目的を達成し得る実践的な教育を充実させるために、事例研究や
現地調査あるいは双方向・多方向で行われる討論等を取り入れた方法等、適切な教育方法
や授業形態を採用している。
高度な専門的職業人を養成するため、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 1-1：2017 年度大学院便覧（P.83 以降 授業科目等一覧表）
・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－カリキュラムおよびシラバス（カリキュラムの詳細）
（http://www.oit.ac.jp/ip/graduate/curriculum/curriculum/index.html）
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項目

評価の視点

レベル
Ⅰ

Ⅱ

2-17 多様なメディアを利用して遠隔授業を行う場合は、これ
授業の方法等

によって教育効果が十分に期待できる授業科目を対象と

◎

しているか。
（
「専門職」第８条第２項）
［現状の説明］
本研究科では、「多様なメディアを利用した遠隔授業」（以下「メディア授業」という）
を 2017 年度から導入する予定であるが、その対象とする授業科目は、メディア授業によっ
て教育効果が十分に期待できる科目としている。
まず、
本研究科において 2017 年度に記録形式または同時双方向形式のいずれかによる「メ
ディア授業」の対象とする授業科目は、全６０科目中３６科目（６０％）である（科目名
は、資料 2-9：メディア授業の実施マニュアル（教職員向け）2017 年 4 月 6 日版の最終ペ
ージを参照）
。
なお、
「36」は実際にメディア授業による履修をした学生がいた科目数ではなく、申請に
応じてメディア授業による履修に対応することができる科目数である。本報告書の基準時
点である 2017 年 5 月時点では、実際にメディア授業による履修をした学生がいた科目は 8
科目である。
メディア授業が面接授業と同等の教育効果を有するものであるべきという点に関しては、
平成 13 年文部科学省告示第 51 号（平成 19 年文部科学省告示第 114 号により一部改正）と
専門職大学院設置基準第 8 条第 2 項において規定されている。
本研究科は、これらの規定に基づき、面接授業と同等の効果を有する授業科目に限って
メディア授業を実施することとしている。
メディア授業が面接授業に相当する教育効果を有するか否かを検討する前提として、ま
ず面接授業にはどのような「授業の方法」があるのかを検討すると、大学院設置基準第 15
条において準用する大学設置基準第 25 条第 1 項では、
「授業の方法」として、「講義」
「演
習」
「実験」実習」「実技」が掲げられている。（そして、同条第 2 項において、これらの
方法による授業をメディア授業で行うことができる旨が規定されている。
）
また、専門職大学院設置基準第 8 条第 1 項では、専門職大学院の「授業の方法」として、
「事例研究による授業」「現地調査による授業」「双方向若しくは多方向に行われる討論
若しくは質疑応答などによる授業」が奨励されている。
面接授業においては、科目の内容により、こうした各種の授業の方法が採用されている
が、その面接授業のコンテンツをそのままメディア授業に転換することが適当かどうかに
ついては、次の通りと考えている。
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大学院設置基準 25 条 1 項
授業の方法
講義

演習

実験､実習､
実技

事例研究

現地調査

双方向･多方向
の討論･質疑

〇

〇

〇

〇

〇

〇

同時双方向
形式

〇

〇

×

〇

×

〇

記録形式

〇

△

×

△

×

×

面接授業
メデ
ィア
授業

専門職大学院設置基準 8 条 1 項

①実験、実習、実技による授業について
「実験」、
「実習」
、「実技」の場合は、教員と学生の双方が、授業を行う教室に同時
に在室する必要性が高いため、メディア授業には適さないと考えている。
②現地調査による授業について
「現地調査による授業」は教室等ではなく現地で実施することを前提としているため、
メディア授業の実施は困難と考えている。
③講義による授業について
「講義」形式の授業は、最も一般的な授業の方法であり、同時双方向形式のメディ
ア授業によっても、あるいは記録形式のメディア授業によっても、面接授業に相当す
る十分な教育効果を上げることが可能である。
本研究科においては、講義形式の授業を行う科目が大半であるため、こうした科目
については、積極的に記録形式のメディア授業を実施することとしている。
④演習による授業について
「演習」の明確な定義はないが、一般に演習とは、教員の講義とともに、学生も討
議や発表等を行いつつ指導を受ける授業形態のことと理解されている。
「演習による授業」は、学生による討議や発表を含むため、その量や内容に応じて、
また授業の内容や進め方に応じて、もっぱら同時双方向形式で実施すべき場合と、記
録形式でも十分な教育効果が得られる場合がある。そこで、本研究科では、個々の科
目の授業内容や授業の進め方に応じて、十分な教育効果があると認められる場合に限
って、適切なタイプのメディア授業を実施することとしている。
⑤事例研究による授業について
「事例研究による授業」の明確な定義はないが、具体的な事例を分析し、あるいは
議論の材料にすることなどによって一般化した事項を学ぶものと理解されている。
事例研究による授業は、講義形式、演習形式、実習形式等のいずれで行うこともで
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きる。したがって、授業の内容や進め方によって、もっぱら同時双方向形式に適した
ものと、記録形式にも適したものがある。
そこで、個々の科目の授業内容や授業の進め方に応じて、面接授業と同等の十分な
教育効果があると認められる場合にのみメディア授業を実施することとしている。ま
た、メディア授業を行なう場合も、記録形式のメディア授業と同時双方向形式のメデ
ィア授業のいずれが十分な教育効果があるかを考慮して形式を選択することとしてい
る。
⑥討論･質疑応答による授業について
「双方向若しくは多方向に行われる討論若しくは質疑応答による授業」の明確な定義
はないが、一般に、授業時間のほとんどを討論や質疑応答によって行う授業と理解され
ている。こうした授業については、「同時双方向形式」のメディア授業であれば面接授
業と同内容の授業が実施できると考えられるが、記録形式のメディア授業には適してい
ないと考えている。
以上の通り、本研究科として、面接授業に相当する十分な教育効果があると認めた科
目についてのみメディア授業を行うこととしているため、評価の視点 2-17 の要件を満た
している。
なお、この点検・評価報告書の基準日である 2017 年 5 月１日の時点では、メディア授
業による履修をしている人数は 13 名であり、対象科目は 8 科目（IT 知的財産特論、アジ
ア知的財産法特論、意匠法要論、医薬特許特論、知的財産技術経営特論（基礎）
、著作権
法要論、電気電子要論、リサーチリテラシー）であった。
報告書の提出時点である 2018 年 2 月時点で判明しているデータによれば、メディア授
業による履修で合格した者の成績の平均値は、面接授業による履修で合格した者の成績
の平均値と同程度であり、本研究科におけるメディア授業によれば面接授業と同等の教
育効果が期待できることが確認されている。
【根拠・参考資料】
・資料 2-1：2017 年度 知的財産研究科 知的財産専攻 授業時間割
・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－シラバス（カリキュラムの詳細）
（http://www.oit.ac.jp/ip/graduate/curriculum/curriculum/index.html）
・資料 2-9：メディア授業の実施マニュアル（教職員向け）2017 年 4 月 6 日版
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項目

レベル

評価の視点

Ⅰ

Ⅱ

2-18 通信教育によって授業を行う場合は、これによって教育
授業の方法等

効果が十分に期待できる授業科目を対象としているか。

◎

（
「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

授業計画、

2-19 授業時間帯や時間割等を学生の履修に配慮して設定して

シラバス

Ⅰ

いるか。

Ⅱ

○

［現状の説明］
本研究科では、授業時間帯や時間割等を学生の履修に配慮して設定している。具体的に
は、本研究科の授業時間帯・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

4 時限 15：00～16：30

5 時限 16：40～18：10

3 時限 13：20～14：50

●梅田キャンパス
5 時限 16：50～18：20

6 時限 18：30～20：00

7 時限 20：10～21：40

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
して交通に便利な梅田キャンパス（大阪市北区茶屋町）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、大宮校地と梅田キャンパス間の
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る。
【根拠・参考資料】
・資料 1-1：2017 年度大学院便覧（P.31 以降 授業等について）
・資料 2-1：2017 年度 知的財産研究科 知的財産専攻 授業時間割
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項目

評価の視点

授業計画、

レベル
Ⅰ

Ⅱ

2-20 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を作成している

シラバス

◎

か。
（
「専門職」第 10 条第１項）

［現状の説明］
本研究科では、各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を作成している。
具体的には、授業担当教員がシラバスに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。
【根拠・参考資料】
・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－カリキュラムおよびシラバス（カリキュラムの詳細）
（http://www.oit.ac.jp/ip/graduate/curriculum/curriculum/index.html）

項目
授業計画、
シラバス

評価の視点

レベル
Ⅰ

Ⅱ

2-21 授業をシラバスに従って適切に実施しているか。また、
シラバスの内容を変更した場合、学生に対してその旨を

○

適切に明示しているか。

［現状の説明］
本研究科では、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、学生による授業アンケートにより確認されている。
また、シラバスの内容を変更する場合は、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。

40

【根拠・参考資料】
・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－シラバス（カリキュラムの詳細）
（http://www.oit.ac.jp/ip/graduate/curriculum/curriculum/index.html）
・資料 2-10：授業アンケート様式
［点検･評価（長所と問題点）］
評価基準に適合しており特段の問題はない。

項目

評価の視点

レベル
Ⅰ

Ⅱ

2-22 成績評価の基準・方法を策定し、学生に対してシラバス
成績評価

等を通じてあらかじめ明示しているか。

◎

（
「専門職」第 10 条第２項）
［現状の説明］
本研究科では、成績評価の基準・方法を策定し、学生に対してシラバス等を通じてあら
かじめ明示している。
本研究科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、本研究科で導入している 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。
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（学生便覧抜粋）

（学生便覧抜粋）

【根拠・参考資料】
・資料 1-1：2017 年度大学院便覧
（P.33 学業成績、GPA 制度について）
・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－カリキュラムおよびシラバス（カリキュラムの詳細）
（http://www.oit.ac.jp/ip/graduate/curriculum/curriculum/index.html）
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項目

評価の視点

レベル
Ⅰ

Ⅱ

2-23 学生に対して、明示した基準・方法に基づいて、成績評
成績評価

価を客観的かつ厳格に行っているか。

◎

（
「専門職」第 10 条第２項）
［現状の説明］
本研究科では、学生に対して、明示した基準・方法に基づいて、成績評価を客観的かつ
厳格に行っている。
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 2－22 で述べたように専門職大学院便覧およびホ
ームページに掲載し、明示している。
特別研究における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 1-1：2017 年度大学院便覧
（P.33 学業成績、GPA 制度について）
・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－カリキュラムおよびシラバス（カリキュラムの詳細）
（http://www.oit.ac.jp/ip/graduate/curriculum/curriculum/index.html）
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項目

評価の視点

レベル
Ⅰ

Ⅱ

2-24 成績評価において、評価の客観性及び厳格性を担保する
成績評価

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］
本研究科では、成績評価における評価の客観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、適切な仕組みを導入している。
具体的には、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 2-11：成績確認願 様式

項目
授業の内容・
方法の改善

評価の視点

レベル
Ⅰ

Ⅱ

2-25 授業の内容・方法の改善を図るために、組織的な研究及
び研修を継続的かつ効果的に行う体制（FD 体制）を整備

◎

し、かつ、実施しているか。（「専門職」第 11 条）

［現状の説明］
本研究科では、授業の内容・方法の改善を図るために、組織的な研究及び研修を継続的
かつ効果的に行う体制（FD 体制）を整備し、かつ、実施している。
具体的には、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
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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 2-12：教員研修会配付資料
・資料 2-13：過去の FD 活動項目

項目

評価の視点

授業の内容・ 2-26 教員の教育上の知見の充実及び教育上の指導能力の向上
方法の改善

に努めているか。

レベル
Ⅰ

Ⅱ

○

［現状の説明］
本研究科では、教員の教育上の知見の充実及び教育上の指導能力の向上に努めている。
具体的には、新任の実務家教員並びに研究者教員に対して、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
研究会」での発表、関連団体による学外向けの研究会やセミナーなどにおける発表の機会
を設けている。
【根拠・参考資料】
・資料 2-14：
「知的財産専門研究」第 1 号～第 18 号目次

項目
授業の内容・
方法の改善

評価の視点

レベル
Ⅰ

Ⅱ

2-27 学生による授業評価を組織的に実施し、その結果を公表
するとともに、教育の改善につなげる仕組みを整備して

○

いるか。

［現状の説明］
本研究科では、学生による授業評価を組織的に実施し、その結果を公表するとともに、
教育の改善につなげる仕組みを整備している。

45

具体的には、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、本研
究科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。
また、2014 年度から授業アンケートと成績評価結果を学内イントラネットで共有を図っ
ている。
【根拠・参考資料】
・資料 2-15：授業アンケート実施要領
・資料 2-16：2016 年度前期・後期授業アンケート集計結果

項目
授業の内容・ 2-28
方法の改善

評価の視点
FD 活動は、教育内容及び方法の改善に有効に機能して
いるか。

レベル
Ⅰ

Ⅱ

○

［現状の説明］
本研究科における FD 活動は、教育内容及び方法の改善に有効に機能している。
本学では、全学的な取組みとして、上述の授業アンケートに加え、FD・SD フォーラムや
教職員研修および初任教員向け研修も実施している。これらの FD 活動は、授業改善に直結
する内容で実施されており、また実務家教員が多い本研究科の教員が、他の学部研究科の
教員と合同で実施する体制により、授業改善等に効果が発揮されている。
・資料 2-12：教員研修会配付資料
・資料 2-13：過去の FD 活動項目

46

項目

評価の視点

特色ある

2-29 教育方法や教育方法の改善等には、固有の目的に即して、

取組み

レベル
Ⅰ

どのような特色があるか。

Ⅱ
○

［現状の説明］
１．本研究科の「教育方法」における特色の一つは、「実務貢献型のインターンシッププロ
グラム」である。
本研究科が正規科目として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や方向を見出すことを狙いとしている。また、
単に学生が派遣先における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
した派遣先に対する実務貢献型である点も特徴である。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。派遣された学生は、日々の実務研修内容を守
秘義務を侵さ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 2016 年度には派遣院生の数は
13 名であった。
２．本研究科の「教育方法」における特色のもう一つは、多様な国際交流の機会の提供で
ある。
一般的には留学でもしない限り外国人と交流する機会が少ない学生が多いが、本研究科
ではこの点を打破すべく、次の 3 つ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。
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②国内でも外国人と交流する機会をより多く提供すること。
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、①～③について詳述する。
①院生の海外派遣支援
本学が費用（１人約 80 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６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、台湾科技
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」においても、海外インターンシップを導入し、2016 年度
には台湾の特許事務所に院生 1 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
正規科目である夏期集中講座の「比較知的財産法特論」（英語で実施）に、海外から約
30 名の院生を招き、本学院生との交流の機会を提供している。
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（2016 年度 22 名）、国際協力機構（JICA）研修員（2016 年度 4 名）、世界知的所有権
機関（WIPO）研修員（2016 年度 1 名）のほか、現役の特許事務所所員（2017 年度 4 名）が
科目等履修制度を利用し、参加している。
また、2008 年以降、国際協力機構（JICA）、2016 年度以降、世界知的所有権機構（WIPO）
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、異なる文化、価値観への認識を広げさせ、自
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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英語力の向上
知的財産英語にかかる正規の授業科目（知的財産実務英語、リーガルイングリッシュ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。
３．本研究科の「教育方法の改善」についての特色としては、①学生による授業アンケー
トや②教員同士による授業参観を通じた授業改善の実行に加えて、③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」を実施している点が挙げ
られる。
本研究科の強みの一つは、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、
学生による授業アンケートや教員同士の授業参観を行うことは通常であり、授業評価や改
善に役立っているが、本研究科ではそれを補完し、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いる。
上記の「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 2-17：大学院科目インターンシップ説明会資料 2016
・資料 2-18：2016 年度インターンシップ評価
・資料 2-19：2016 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/career/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）
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２－（３）成果

項目

評価の視点

教育成果の評

2-30 固有の目的に即した教育成果を評価し、その結果を教育

価

内容・方法の改善に活用しているか。

レベル
Ⅰ

Ⅱ

○

［現状の説明］
本研究科の固有の目的は知的財産に関わる高度専門職業人の育成であることから、
「固有
の目的に即した教育成果」については主に就職の観点から評価している。
そのため、修了生の最終的な進路を確認し、①個々人の就職先企業を把握するのみなら
ず、②全体的な就職率、③就職先の採用職種、④就職先の業種、⑤中堅・大企業等就職比
率などを分析している。
そして、こうした評価の結果を就職支援に関わる教職員に情報提供し、「教育内容・教育
方法の改善」に活用している。
【根拠・参考資料】
・資料 1-1：2017 年度大学院便覧
（P.111 以降 就職について）
・資料 1-2：2018 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/career/jisseki/index.html）

項目
教育効果の検
証とその活用

評価の視点

レベル
Ⅰ

Ⅱ

2-31 学位の授与状況、修了者の進路状況に関する情報を適
切に把握・分析し、知的財産専門職大学院の教育内容・

○

方法の恒常的な改善を図るために活用しているか。

［現状の説明］
本研究科では、上記 2-30 で述べたように、
「修了者の進路状況に関する情報」を適切に
把握･分析している。またその前提として、「学位の授与状況」も把握･分析している。
こうした情報は、研究科委員会において報告しており、教育内容・教育方法の改善につ
いて教員間で議論し、改善を図っている。
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【根拠・参考資料】
・基礎データ表 1（学位授与状況）
・資料 1-1：2017 年度専門職大学院便覧（P.111,112 就職について「主な就職先」）
・資料 1-2：2018 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」）
［２.教育の内容・方法・成果

点検･評価（長所と問題点）
］

（評価の視点 2-2（1）および（2）
）
本研究科の教育課程は、知的財産を多面的に捉える必要がある点、専門職大学院とし
て理論と実務の架橋をするべき位置づけである点などを踏まえ、知財専門家に求められ
る幅広い知識・能力を育むことができる非常に多面的かつ多数の科目を体系的に編成し
ている。
このように知的財産に関して極めて多面的かつ体系的な教育課程を備えている大学院
は、過去を振り返っても本研究科しか存在せず、本研究科が誇るべき長所であると考え
ている。
（評価の視点 2-2-（3）
）
学生が履修計画を立てるにあたって、モデルとなる履修プランを３つの観点から提示
する点、教員が丁寧に個別の学生の履修相談を行う点、科目の選択の自由と系統的な履
修の両立のために特定科目の履修の義務付けを行っている点は、本研究科の長所と考え
ている。
ただし、どの科目について履修を義務付けるべきかについては、産業界のニーズ等も
踏まえて不断の見直しをする必要がある。
（評価の視点 2-3）
本研究科は、知的財産推進計画、社会からの要請、学術の発展動向、学生の多様なニ
ーズ等に対応した教育課程の編成を行っており、この点は過去を振り返っても他の知財
に関する大学院と比べても特徴的なことと考えている。
（評価の視点 2-12）
本研究科では、固有の目的において理想の知財人材像を示すとともに、教育課程表に
おいて主要４領域を中心に約 60 にも及ぶ授業科目の選択肢を用意している。そのため、
学生は、理想的な知的財産人材になることを目指しつつ、幅広い選択肢から自由に履修
することができるようになっている。
その結果、学習のモチベーションが刺激され、学生が幅広い分野で多くの科目を履修
するような誘因が働き、平均取得単位数が修了要件単位数をはるかに上回る結果をもた
らしている。この点は、長所として特筆すべき点と考えている。

51

（評価の視点 2-17）
メディア授業は、２つの同時開講科目を履修したい学生、業務で多忙な社会人学生、
遠隔地に居住･勤務している学生などが学修機会を得るための手段として、非常に有益な
授業方法である。
本研究科では、2017 年度の授業科目について全６０科目中３６科目（６０％）におい
てメディア授業による履修を可能としている。そして、この点検・評価報告書の基準日
時点は、メディア授業による履修の開始前であるが、報告書提出時点で 2018 年度のメデ
ィア授業による履修で合格した者の成績の平均値は、面接授業による履修で合格した者
の成績の平均値と同程度であり、本研究科におけるメディア授業によれば面接授業と同
等の教育効果が期待できることが確認されている。
こうした規模でメディア授業を実施している大学院は他には例を見ないことから、本
研究科の長所の一つと考えている。
また、これに加えて、メディア授業に対応しない授業科目も含め、全６０科目中の４
２科目（７０％）において、授業の録画物を復習用に提供しており、学生の自習のため
の素材としての活用も幅広く行っている。
この点も、他の大学院は他には例を見ないことから、本研究科の長所の一つと考えて
いる。
（評価の視点 2-29）
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」
を実施している点は、他の大学院には見られない本研究科の長所と考えている。
［２.教育の内容・方法・成果

将来への取り組み・まとめ］

（評価の視点 2-2（1）および（2））
以下、評価の視点 2-2(1)と(2)の双方についてまとめて記述する。
教育課程を更に改善するために、迅速かつ不断の見直しをすることとしており、2018
年度の実施に向けて下記の教育課程の改定を行う予定である。その後も将来にわたり迅
速かつ不断の見直しを行う予定である。
①「知的財産実務技能を修得させる実践的科目」を強化するため、以下の改定を行い、
2018 年 4 月から施行する予定。
・
「イノベーション支援領域」における「情報検索科目群」の科目を増設する。具体的に
は「知的財産情報検索分析要論」に加えて「知的財産情報分析特論」を新設する。
②「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
養成する観点の科目」を強化するため、以下の改定を行い、2018 年 4 月から施行する
予定。
・
「グローバル領域」において、
「Intellectual Property Studies I」
「同Ⅱ」
「同Ⅲ」の
３つの科目を新設する。これらはいずれも、もっぱら英語によって知的財産を教える
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講義ものであり、履修生は英語能力とともに日本／外国の知財制度・運用、知財戦略
等について学ぶことができる。
・
「グローバル領域」において「知的財産会議演習」を新設する。これは英語ネイティブ
等による知的財産に関する特別講義やセミナーの映像音声データを教材として使用し
て、ヒアリング能力を強化する方法論を教授し、それを起点として速読能力やスピー
キング能力を強化するものである。
③「知的財産戦略、知的財産活用、R&D マネジメント、企業経営などの専門的な知識を修
得させる科目」を強化するため、以下の改定を行い、2018 年 4 月から施行する予定。
・
「ビジネス領域」において「知的財産事業化演習」を新設する。これは、例えば、特定
の特許技術を活用して新規のビジネスアイデアを企画立案するプロジェクト（シーズ
ドリブン）および社会ニーズに基づいた事業計画を立案し、その実現に必要なオープ
ンソースの特許技術を探索するプロジェクト（ニーズドリブン）などを行うＰＢＬ方
式の授業である。
（評価の視点 2-2-（3）
）
2018 年度の実施に向けて下記の教育課程の改定を行う予定である。その後も将来に
わたり迅速かつ不断の見直しを行う予定である。
・従来は「イノベーション支援領域」における「知的財産保護実務科目」の２科目のう
ち少なくとも１科目について単位取得することを修了要件としていた（領域必修科目）
。
しかし、これでは１科目しか履修しないで卒業する学生が生じるため、「知的財産実務
技能を修得させる実践的科目」の履修を強化する観点から、２科目ともに履修するこ
とを義務とするよう改定する予定である。ただし、履修義務がある科目数が増えるこ
とによる学生の負担を軽減するため、単位取得を修了要件としない履修義務科目に変
更する改定を同時に行う予定である。
・上述した通り、
「イノベーション支援領域」における「情報検索科目群」において「知
的財産情報検索分析要論」に加えて「知的財産情報分析特論」を新設する予定である
が、この２科目についても単位取得を修了要件としない履修義務科目にすることによ
り、
「知的財産実務技能を修得させる実践的科目」の履修を強化する予定である。
（評価の視点 2-3）
過去 4 年間にわたって教育課程の改変を毎年行っているが、将来的にも必要であれば
毎年でも改定する覚悟で、知的財産推進計画、社会からの要請、学術の発展動向、学生
の多様なニーズ等に対応した教育課程の編成を迅速かつ適時に行っていく所存である。
（評価の視点 2-12）
将来にわたっても、固有の目的の特徴を活かすことができるような教育課程・教育
内容を維持強化していく所存である。
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（評価の視点 2-17）
2018 年度には、全６０科目中４９科目（８２％）についてメディア授業対応とするよ
うに取り組んでいく。
（評価の視点 2-29）
2018 年度以降も「教員と院生との意見交換会」を継続していく。また、
「教員同士によ
る授業参観」を活性化すべく、授業録画システムを活用することにより、通年にわたる
ほとんどの授業を教員同士が参観できる体制を構築していく予定である。
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３

教員・教員組織

項目

評価の視点

レベル
Ⅰ

Ⅱ

3-1 専任教員数が。法令上の基準を遵守しているか。また、法
令上必要とされる専任教員は、1 専攻に限り専任教員とし

専任教員数

て取り扱われているか（
「専門職」第 5 条 2 項、
「告示第

◎

53 号」第１条第１項、第 5 項）
［現状の説明］
本研究科の専任教員数は法令上の基準を遵守している。また、法令上必要とされる専任
教員は、1 専攻に限り専任教員として取り扱われている。
本研究科に所属する専任教員数は１３名である。内訳は、実務家教員１２名、教育上ま
たは研究上の業績を有する教員１名、知的財産学部と大学院知的財産研究科兼担教員０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、兼担教員は不在で、専任のみの教員数で基準を充足している。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。
また、本学知的財産専門職大学院の専任教員１３名は、本学知的財産研究科に限って専
任教員とされるものである。
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 1-2：2018 年度知的財産専門職大学院パンフレット（P.16,17 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）

55

項目

評価の視点
3-2 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

専任教員数

教授で構成されているか。
（「告示第 53 号」第１条第６項）

レベル
Ⅰ

Ⅱ

◎

［現状の説明］
本研究科においては、法令上必要とされる専任教員数の半数以上が教授で構成されてい
る。評価の視点 3－1 で述べた専任教員１３名のうち１１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 1-2：2018 年度知的財産専門職大学院パンフレット
（P.16,17 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）

項目

評価の視点

レベル
Ⅰ

Ⅱ

3-3 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。
専任教員と

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

しての能力

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）
［現状の説明］

本研究科の専任教員は、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。
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
具体的には、本学の専任教員として任用される者は、
「大阪工業大学大学院教員選考規定」
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の下記条項に該当する者のみである。
(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 1-2：2018 年度知的財産専門職大学院パンフレット
（P.16,17 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）

項目

評価の視点

レベル
Ⅰ

Ⅱ

3-4 法令上必要とされる専任教員数の概ね 3 割以上が、５年以
実務家教員

上の知的財産分野における実務の経験を有し、かつ、高度
の実務能力を有する教員から構成されているか。

◎

（
「告示第 53 号」第２条）
［現状の説明］
本研究科においては、法令上必要とされる専任教員数の概ね３割以上が、５年以上の知
的財産分野における実務の経験を有し、かつ、高度の実務能力を有する教員から構成され
ている。
本研究科の専任教員１３名中、実務家教員は１２名であり、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る。
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教員の職階、経歴表
番号

氏名

職階

1

小林

昭寛

教授

2

箱田

聖二

教授

3

大塚

理彦

教授

4

才川伸二郎

教授

5

杉浦

淳

教授

6

髙橋

寛

教授

7

内藤

浩樹

教授

8

西岡

泉

教授

9

平松幸男

教授

10

村川

一雄

教授

11

山田

繁和

教授

12

三浦

武範

准教授

経歴（主な前歴、職業経歴、国際経験等）
特許庁勤務 30 年以上（特許審査第一部長､首席審査長､国際課
長､多角的交渉対策室長､審判企画室長､審判官､審査官）
武田薬品工業（株）中央研究所知的財産部部長
知的財産部門勤務 31 年
パナソニック（株）知的財産部門勤務 26 年
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
特許庁勤務 27 年（審判第 3 部門審判長､審査長､審査官､審判官､
在モロッコ日本大使館 1 等書記官）
総務省日本学術会議学術課長、文化庁文化部著作権課勤務。
在ｼﾞｭﾈｰﾌﾞ国際機関日本政府代表部１等書記官等国際経験豊富
パナソニック（株）知的財産部門勤務 28 年､知的財産センター
知財戦略室室長、国際契約等で国際経験豊富
㈱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
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、技術標準の交渉を中心に国際経験豊富
NTT

知的財産センター企画部担当部長、中国での知財担当者

としての駐在を含め、国際経験豊富
特許庁意匠課長､審判部 34 部門審判長､審査官（特許庁より研
究出向中）
（財）比較法研究センター

調査研究員

【根拠・参考資料】
・資料 1-2：2018 年度知的財産専門職大学院パンフレット（P.16,17 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）

58

項目

評価の視点

レベル
Ⅰ

Ⅱ

3-5 知的財産分野の人材養成に共通の基盤となる科目や広い
専任教員の

視野を涵養する科目、基礎知識を展開発展させる科目につ

分野構成及び

いて、専任教員を適切に配置しているか。また、当該分野

科目配置

において理論を重視する科目及び実践を重視する科目に

○

それぞれ適切な教員を配置しているか。
［現状の説明］
本研究科では、以下の通り、科目の目的や性質に応じて適切な教員を配置している。
まず評価の視点2-2(2)で述べた通り、
「知的財産分野の人材養成に共通の基盤となる科目」
としては、
「基幹法領域」における「知的財産法基礎科目群」５科目および「グローバル領
域」における「知的財産関連条約科目群」２科目の計７科目を配当している。これら７科
目については専任教員が担当している。
「基礎知識を展開発展させる科目」としては、
「「イノベーション支援領域」において「知
的財産法実務科目群」の４科目を配当している。これら４科目のうち３科目については専
任教員が担当し、１科目については専任教員と非専任教員が共同担当している。また、「基
幹法領域」の「知的財産法応用科目」７科目については、１科目を専任教員が担当し、残
りの６科目については非専任教員が担当している。これは「基礎知識を展開発展させる科
目」のうちより応用的で高度な内容であるため、外部の教員を含めて広く適した者に授業
の実施をお願いしていることの結果である。
「広い視野を涵養する科目」としては、「ビジネス領域」において計１０科目を配当し、
「グローバル領域」において「外国知財法科目群」として６科目を配当している。これら
１６科目のうち、専任教員が単独で担当しているのは６科目であり、２科目については専
任教員が共同担当をしている。残りの８科目については非専任教員のみが担当しているが、
これは「広い視野を涵養する科目」であるため、外部の教員を含めて広く適した者に授業
の実施をお願いしていることの結果である。
「理論を重視する科目」としては、基幹法領域においては「一般法律科目」の４科目が
該当するが、これは本学知的財産学部に所属する法律専門の専任教員が担当している。ま
た、グローバル領域においては「国際法一般科目」の１科目が該当するが、これは本研究
科に所属する国際法を専門とする専任教員が担当している。
「実践を重視する科目」としては、イノベーション支援領域における知的財産保護実務
科目の２科目、知的財産活用実務科目の１科目、情報検索科目の１科目、特定技術分野実
務科目群の２科目、技術系科目群の３科目の合計９科目が該当するが、このうち７科目は
本研究科の専任教員（実務家教員）が担当し、残りの２科目を外部の実務家にお願いして
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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 1-2：2018 年度知的財産専門職大学院パンフレット（P.16,17 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）

項目
専任教員の

評価の視点

レベル
Ⅰ

Ⅱ

3-6 教育上主要と認められる授業科目について、原則として、

分野構成及び
科目配置

専任の教授又は准教授を配置しているか。また、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

○

続きによって行われているか。

［現状の説明］
本研究科の固有の目的において知的財産を多観点から捉えていることから見ると「教育
上主要と認められる授業科目」は全授業科目の全般に渡るが、知的財産の専門家になるた
めに必要最低限の知識能力を涵養する観点からあえて選択すると、下記の科目がこれに該
当する。
①基幹法領域における知的財産法基礎科目群の５科目
⇒ 全科目を専任教員が担当している。
②イノベーション支援領域における知的財産法実務科目の４科目、知的財産保護実務科
目の２科目、情報検索科目の１科目の合計７科目
⇒ ５科目については専任教員が担当し、１科目については専任教員が共同担当し、残
りの１科目については、その分野で経験の深い非専任の実務家教員が担当している。
③グローバル領域における知的財産関連条約科目群の２科目、外国知的財産法科目群の
うちの米国特許法特論とアジア知的財産法特論の２科目の合計４科目
⇒ ４科目とも専任教員が担当している。
④ビジネス領域における知的財産経営戦略特論（基礎・応用）とＩＰビジネス契約特論
の合計３科目
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⇒ ２科目については専任教員が担当し、残りの１科目についてはその分野で経験の深
い非専任の実務家教員が担当している。
⑤研究領域における特別研究１科目
⇒ ゼミ形式で指導するため、担当教員数は１４名である。そのうち１３名は専任教員
であるが、最新の事例を教育内容に取り入れるために、非専任の現役の実務家を１名
担当者としている。
【根拠・参考資料】
・資料 3-2：教員担当科目一覧
・資料 1-2：2018 年度知的財産専門職大学院パンフレット
（P.16,17 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）

項目

レベル

評価の視点

Ⅰ

専任教員の年 3-7 専任教員は、年齢のバランスに考慮して適切な構成となっ
齢構成等

ているか。
（
「大学院」第８条第５項）

Ⅱ

◎

［現状の説明］
本研究科が固有の目的として掲げる知的財産分野は、きわめて専門的な性格を持つこと
から、深い知識と長い経験を有する者を専任教員として採用する結果として必然的に年齢
層が高めとなることは避けられないが、それでも 42 歳から 66 歳まで(40 歳代 2 名、50 歳
代 6 名、60 歳代 5 名)と年齢バランスを考慮した組織としている。なお、全教員の平均年齢
は 57 歳である。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

小林 昭寛

教授

62

２

箱田 聖二

教授

62

３

大塚 理彦

教授

55

４

才川伸二郎

教授

65

５

杉浦 淳

教授

55

61

６

髙橋 寛

教授

59

７

内藤 浩樹

教授

55

８

西岡 泉

教授

66

９

平松 幸男

教授

63

１０

村川 一雄

教授

56

１１

山田 繁和

教授

50

１２

松井 章浩

准教授

42

１３

三浦 武範

准教授

47

平均年齢５７歳
【根拠・参考資料】
・基礎データ表 3（専任教員個別表）

項目

評価の視点

専任教員の年 3-8 教員は、職業経歴、国際経験等の多様性や性別のバランス
齢構成等

に考慮して適切な構成となっているか。

レベル
Ⅰ

Ⅱ

○

［現状の説明］
評価の視点 3－4 で記載した「教員の職階、経歴表」のとおり、本研究科の教員は、特許
庁や文化庁などにおける知財関連の専門官庁の出身者および大手企業にける知財部門の出
身者を中心に、実務経験が豊富で国際経験も有する者から構成されている。
職業経歴の多様性については、産業界のさまざまな業種と官庁からバランスよく教員を
招聘している。また、国際経験が豊富な教員は１３名中６名＜小林、内藤、杉浦、高橋、
平松、村川＞を数える。
【根拠・参考資料】
・資料 1-2：2018 年度知的財産専門職大学院パンフレット（P.16,17 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）

62

項目

評価の視点

レベル
Ⅰ

Ⅱ

3-9 教授、准教授、講師、助教等の職階や客員、任期付き等の

教員の募集・

属性などを考慮した教員組織編の編制方針を有しており、 ○

任免・昇格

それに基づいた教員組織編制となっているか。

［現状の説明］
本研究科においては、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、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、これに基づく教員組織を編成している。
本学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、本研究科では、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 1-2：2018 年度知的財産専門職大学院パンフレット（P.16,17 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）

項目

評価の視点

教員の募集・ 3-10 教員の募集・任免・昇格について、適切な内容の基準、
任免・昇格

手続に関する規程を定め、公正に運用しているか。

レベル
Ⅰ

Ⅱ

○

［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、全学的に実施している教員活動評価結果
を昇格の判断資料として活用している。
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、
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学長が理事長に上程することとしている。
【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 3-3：任用規定
・資料 3-4：大阪工業大学教員選考基準
・資料 3-5：大阪工業大学知的財産研究科教員選考委員会規定
・資料 3-6：特任教員規定
・資料 3-7：客員教員規定
・資料 3-8：教員活動評価の基本方針（学部長会議資料）

項目
教育研究活動

評価の視点

レベル
Ⅰ

Ⅱ

3-11 専任教員の教育活動、研究活動、社会貢献、組織内運営

等の評価

等への貢献および社会への貢献について、適切に評価す

○

る仕組みを整備しているか。

［現状の説明］
本研究科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 3-9：2016 年度大阪工業大学教員活動評価表
・資料 3-10：大阪工業大学大学院知的財産研究科教員表彰規定
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項目

評価の視点

特色ある

3-12 教員組織には、固有の目的に即して、どのような特色が

取組み

レベル
Ⅰ

あるか。

Ⅱ
○

［現状の説明］
本研究科における教員組織における第一の特色は、評価の視点 3-4 で述べたとおり、経
験豊富な実務家教員を多数擁している点である。
具体的には、知的財産行政にかかわる特許庁、文部科学省において実務や行政に従事し
た専門家、また、各業界を代表する民間企業（例、パナソニック、武田薬品工業、日立製
作所、トヨタ自動車、NTT、神鋼環境ソリューション等）において知的財産部門の第一線で
活躍した実務専門家を専任教員または非常勤の教員として迎え、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。
第二の特色は、所属教員及び職員により構成される各種委員会（企画委員会、教務委員
会、入試委員会、広報（HP）委員会、就職委員会、研究委員会、国際交流委員会）等を通
じて、研究科全体の運営方針に沿った活動を組織全体として実施している点である。
【根拠・参考資料】
・資料 1-2：2018 年度知的財産専門職大学院パンフレット（P.16,17 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 3－7 で記載した「教員の職階、経歴表」
［３．教員・教員組織 点検･評価（長所と問題点）
］
（評価の視点 3-12）
経験豊富な実務家教員を多数擁している点、所属教員及び職員により構成される各種
委員会を通じて運営方針に沿った活動を研究科全体として実施している点は、地味では
あるが、本学の長所であると考えている。
［３．教員・教員組織 将来への取り組み・まとめ］
（評価の視点 3-12）
今後も経験豊富な実務家教員の確保に努める。また、2018 年度には各種委員会（企画
委員会、教務委員会、入試委員会、広報（HP）委員会、就職委員会、研究委員会、国際
交流委員会）に「産学官連携委員会」を新設し、学外セミナーの実施や産学官連携プロ
ジェクトへの知財教員の参画などを遂行していく予定である。
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４

学生の受け入れ

項目

評価の視点
4-1 明確な学生の受け入れ方針を設定し、かつ公表しているか
（
「学教法施規」第 172 条の 2）
。

学生の
受け入れ方針
等

4-2 学生の受け入れ方針に基づき、適切な選抜方法及び選抜手
続を設定し、事前に入学志願者をはじめ広く社会に公表し

レベル
Ⅰ

Ⅱ

◎

○

ているか。
4-3 入学者選抜に当たっては、学生の受け入れ方針・選抜基
準・方法に適った学生を適切かつ公正に受け入れている

○

か。
［現状の説明］
本研究科では、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、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
公表している。その受け入れ方針に基づき、適切な選抜方法および手続を設定しており、
その詳細は、
「2018 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 4 回（2017
年度入試では 7 月、11 月、2 月、3 月；7 月は社会人入学選考<秋入学>、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。
入学者選抜に当たっては、学生の受け入れ方針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、任意ではあるが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。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（18：40 から）
と場所（梅田キャンパス）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。
入学試験による選考方法として出願書類に小論文を加えた上で、社会人には業務履歴の
提出を求め、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面接試問を実施する。面接では小論文
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」
・
「D」4 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
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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。
これら、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。
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、「イノベーションを支援するために必要
な知的財産に関する知識・技能を備えるとともに、法律的素養、国際的な視野およびビ
ジネス感覚をもった高度な専門職業人」を養成する。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を広く求めます。
＜求める人物像＞
・研究成果、ノウハウ、デザイン、ブランドなどのイノベーションの種を知的財産と
して保護し活用することにより、企業等においてイノベーションを実現することを
めざす人
・知的財産法に関する高度な法律的知識に基づいて弁理士等の高度の専門資格を取得
し、知的財産の保護と活用の業務を行うことをめざす人
・知的財産の国際的な保護と活用に関する知識を身に付け、企業活動等のグローバル
化を推進することをめざす人
・企業経営における知的財産の役割や活用方法等に関する知識を身に付け、知的財産
のビジネス利用をめざす人
【根拠・参考資料】
・資料 1-4：2018 年度大学院学生募集要項
・資料 1-2：2018 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/graduate/ ）
・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/admission /annai.html）
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項目

レベル

評価の視点

Ⅰ

障がいのある 4-4 障がいのある者が入学試験を受験するための仕組みや体
者への配慮

制等を整備しているか。

Ⅱ

○

［現状の説明］
入学試験において、障がいのある方に対する特別な仕組みや体制等は整備していないが、
個別の相談に応じ、可能な範囲で対応している。
【根拠・参考資料】
・資料 1-4：2018 年度大学院学生募集要項

項目

レベル

評価の視点

Ⅰ

Ⅱ

4-5 教育にふさわしい環境を確保するために、入学定員に対す
定員管理

る入学者数及び学生収容定員に対する在籍学生数を適正

◎

に管理しているか。（「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、1.30 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

2013

30

30（5）<2>

1.00

60

61(12)<7>

1.02

2014

30

25（9）<5>

0.83

60

53(17)<6>

0.88

2015

30

26（8）<4>

0.87

60

52(24)<9>

0.87

2016

30

26（6）<1>

0.87

60

57(20)<8>

0.95

2017

30

39（4）<1>

1.30

60

71(16)<4>

1.18

( )は社会人学生 < >は留学生数を示す

68

項目

評価の視点

レベル
Ⅰ

Ⅱ

入学選抜の実 4-6 入学者選抜を責任ある実施体制の下で、適切かつ公正に実
施体制とその

施しているか。また、入学選抜の方法について定期的に検

検証

○

証し、その結果を改善に結びつけているか。

［現状の説明］
本研究科では、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、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。
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、本研究
科においては、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 4-1：入試役務分担表
・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

評価の視点

項目
特色ある

レベル
Ⅰ

4-7 学生の受け入れについて、固有の目的に即して、どのよう

取組み

な特色ある取組みを行っているか。

Ⅱ
○

［現状の説明］
本研究科においては、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時間割編成、
平日昼夜同一授業開講、土曜日開講、メディア授業、長期履修制度を構築している。在
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籍者に占める社会人の比率は約 20％である。
（2017 年 5 月 1 日現在）
・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、本研究科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、本研究科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、優秀な学部生に本研究科への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、本研究科にとっても、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。
早期進学入学者実績
2013 年度

2014 年度

2015 年度

2016 年度

2017 年度

11 人

7人

12 人

12 人

21 人

・留学生の受け入れ
中国、台湾、韓国などにおいて知財分野での勤務経験がある社会人を中心とした留学
生を受け入れている。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 20 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研究科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。
・長期履修制度
本研究科の標準修業年限は２年と定めているものの、社会人学生を中心に、学習時間
の確保が困難な事情等を踏まえ、職業や家事に従事しながら学修し易い環境を整備する
目的で、入学から修了までの期間を長期（最長期間は４年）に設定して計画的に履修す
ることができる制度（長期履修制度）を設けている（学費は２年間在学の場合と同等）。
前述のカリキュラム編成上の利便性に加え、本制度により受け入れた社会人が、計画的
に学修できる環境を整備している。
・科目等履修制度
本研究科では、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
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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。
・メディア授業
評価の視点 2-17 で詳述したとおり、2017 年度からメディア授業を導入することにより、
業務で多忙な社会人学生や、留学生を含めた遠隔地居住･勤務の学生に対して、メディア授
業による履修の機会を提供している。
【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
［４．学生の受け入れ 点検･評価（長所と問題点）
］
（評価の視点 4-7）
一般学生から社会人や海外留学生まで多様な学生を受入れるために、他の大学院には
見られないさまざまな制度を整備している点は、本研究科の長所であると考えている。
［４．学生の受け入れ 将来への取り組み・まとめ］
（評価の視点 4-7）
既存の受け入れ態勢を維持するとともに、さまざまな学生が本研究科の教育サービス
を受けることができるように更なる措置を不断に検討し続ける所存である。
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５

学生支援

項目

評価の視点

相談・支援体 5-1 学生生活に関する相談・支援体制を整備し、効果的に支援
制

を行っているか。

レベル
Ⅰ

Ⅱ

○

［現状の説明］
本研究科では、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、梅田キャンパス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、「研究基礎」・「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）

項目

評価の視点

ハラスメント 5-2 各種ハラスメントに関する規程及び相談体制を整備し、か
への対応

つ、それらを学生に周知されているか。

レベル
Ⅰ

Ⅱ

○

［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。
【根拠・参考資料】
・資料 1-1：2017 年度大学院便覧（P.110 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）

項目

評価の視点
5-3 奨学金などの経済的支援についての相談・支援体制を整備

経済的支援

しているか。

レベル
Ⅰ

Ⅱ

○

［現状の説明］
本学では、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。2016 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
（一般奨学生として年間の授業料に教育充実費を加えた額の 1/3 相当額を支給）
、2 年次
14 名（一般奨学生として年間の授業料に教育充実費を加えた額の 1/3 相当額を支給）
、②
日本学生支援機構奨学金(貸与型)1 年次 15 名、2 年次 0 名、③その他留学生関係奨学金 2
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 5-1：大阪工業大学大学院学内奨学規定
・資料 1-1：2017 年度大学院便覧（P.105 奨学金制度等について）
・資料 5-2：2017 年度大学院奨学生出願要領
・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）
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・資料 5-3：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

障がいのあ

5-4 障がいのある者、留学生、社会人学生等を受け入れるため

る者、留学

の支援体制を適切に整備し、支援を行っているか。

Ⅰ

生、社会人学

Ⅱ

○

生への配慮
［現状の説明］
本研究科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、梅田キャンパスに関しては、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
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）に本学梅田キャンパスでも開講している。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 1-1：2017 年度大学院便覧（P.120～122 教室・研究室等配置図）
・資料 5-4：留学生活の手引き
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・資料 1-2：2018 年度知的財産専門職大学院パンフレット（P.10 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）

項目

評価の視点

レベル
Ⅰ

Ⅱ

進路に関す
る相談・支援 5-5 学生の進路選択等に関わる相談・支援体制及び修了生の進
体制及び把

路等を把握する体制を適切に整備しているか。

○

握体制
［現状の説明］
本研究科では、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
本研究科の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）
本研究科では、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
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
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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本研究科独自の組織的な支援
上記の進路支援・就職支援活動に加えて、1 月からは面接練習を兼ねた個別面接指導等を、
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活動ハンドブック 2018
・資料 5-6：大阪工業大学就職委員会規定
・資料 5-7：過去 3 年間の企業懇談会実績

項目

評価の視点

特色ある

5-6 学生支援には、固有の目的に即して、どのような特色があ

取組み

るか。

レベル
Ⅰ

Ⅱ
○

［現状の説明］
本研究科においては、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人当たり約 80 万円負担し
て 2008 年度より毎年派遣しており、2016 年度も 2 名派遣した。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（2017 年には 3 月）5 名前後の本学院生の渡
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。
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（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）
、世界知的所
有権機関（WIPO）経由で招聘している研修員（2016 年度は長期研究員 4 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）
、世界知的所有権機関（WIPO）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/career/benrishi/index.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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［５．学生支援 点検･評価（長所と問題点）
］
（評価の視点 5-5）
本研究科では、学生の就職に関して手厚い支援を行っており、これは本研究科の長所
の一つと考えている。
。
（評価の視点 5-6）
さまざまなユニークな学生支援を行っている点は、本研究科の長所の一つと考えてい
る。
［５．学生支援 将来への取り組み・まとめ］
（評価の視点 5-5）
2017 年度後半には、本研究科のキャリア教育の一環として、課外の「業界・企業研究
会」を開催し、知的財産を学んだ学生に興味を抱いている企業から、当該業界の事情、
当該企業の事業概要や知的財産活動などを講演していただく予定。これにより、学生に
社会人・専門職業人としての将来を意識させ、現在の学びの意義を改めて認識させる機
会とする計画である。
（評価の視点 5-6）
将来的にもさまざまな学生支援の活動を継続していく予定である。
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６

教育研究等環境
レベル

項目

評価の視点

教育形態に

6-1 講義室、演習室その他の施設・設備を各知的財産専門職大

即した施設

学院の規模及び教育形態に応じて、適切に整備しているか

・設備

Ⅰ

Ⅱ

◎

（
「専門職」第 17 条）。

［現状の説明］
本研究科の専用施設として、次のとおり整備している。
○大学院講義室-----------2 室
○院生研究室-------------3 室
○大学院セミナー室-------4 室
○大学院教員室-----------14 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
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。またメディア授業に対応し
た授業収録システムを設置している。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 3 室合わせて 80 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。
また、梅田キャンパスについても、講義室は天井付プロジェクターのほか、AV 設備・授
業収録システムを設置している。

【専門職大学院 主要施設・設備 概要】
区分

室数

大学院講義室

2

院生研究室

3

概要
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、授業収録システム
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 80 人分設置
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大学院セミナ
ー室

4

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

14

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 1-2：2018 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：大阪工業大学ホームページ 梅田キャンパス
（http://www.oit.ac.jp/rd/umeda/index.html ）

項目
学生用
スペース

評価の視点

レベル
Ⅰ

Ⅱ

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を整備し、効果的に利用されている

○

か。

［現状の説明］
本研究科の専用施設として、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-------------3 室
○大学院セミナー室-------4 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
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、梅田キャンパスにおいても、学生が自主的に学習できる図書館等、大宮キャンパ
スと同等の学修環境を有している。
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【根拠・参考資料】
・資料 1-2：2018 年度知的財産専門職大学院パンフレット
（P.10 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：大阪工業大学ホームページ 梅田キャンパス
（http://www.oit.ac.jp/rd/umeda/index.html）

項目

評価の視点

障がいのある 6-3 障がいのある者のための施設・設備を整備しているか。
者への配慮

レベル
Ⅰ

Ⅱ
○

［現状の説明］
本研究科においては、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。
梅田キャンパスについては、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 1-1：2017 年度大学院便覧（P.120,121 教室・研究室等配置図）
・資料：大阪工業大学ホームページ 梅田キャンパス
（http://www.oit.ac.jp/rd/umeda/index.html）
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項目
情報関連設備

評価の視点
6-4 学生の学習、教員の教育研究活動に必要な情報インフラス
トラクチャーを整備しているか。

レベル
Ⅰ

Ⅱ

○

［現状の説明］
本研究科の専用施設として、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----------------3 室
○大学院セミナー室-------4 室
○大学院教員室-------------14 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
大学院講義室は、天井付プロジェクターのほか、授業収録システム、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 3 室合わせて 80
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、梅田キャンパスについても、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、学内無線 LAN を提供し、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 1-1：2017 年度大学院便覧（P.120,121 教室・研究室等配置図）
・資料：大阪工業大学ホームページ 梅田キャンパス
（http://www.oit.ac.jp/rd/umeda/index.html）
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項目

レベル

評価の視点

Ⅰ

人的支援体制 6-5 教育研究に資する人的な支援体制を整備しているか。
の整備

Ⅱ

○

［現状の説明］
本研究科では、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、梅田キャンパスについては、知的財産学部事務室職員による授業準備、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

専任教員の

6-6 専任教員の授業担当時間は、教育の準備及び研究に配慮し

教育研究環

Ⅰ

たものとなっているか。

Ⅱ

○

境
［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 12.1 時間となっており、教育の準備、研究に配慮したものとなっている。
2017 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

1
2

名

職階

授業担当時間（週）

小林 昭寛

教授

9.5

箱田 聖二

教授

10.8
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3

大塚 理彦

教授

12.7

4

才川伸二郎

教授

12.0

5

杉浦 淳

教授

15.0

6

髙橋 寛

教授

9.0

7

内藤 浩樹

教授

12.0

8

西岡 泉

教授

9.2

9

平松 幸男

教授

12.0

10

村川 一雄

教授

12.3

11

山田 繁和

教授

10.9

12

松井 章浩

准教授

11.5

13

三浦 武範

准教授

20.4

【根拠・参考資料】
・基礎データ表 3（専任教員個別表）
・資料 6-2：専任教員の授業担当時間に関する規定

項目

評価の視点

専任教員の

6-7 専任教員に対する個人研究費の適切な配分、個人研究室等

教育研究環

レベル
Ⅰ

Ⅱ

施設の整備など、十分な教育研究環境を用意しているか。 ○

境
［現状の説明］
本研究科の専任教員の個人研究費としては、2017 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 11 万円の年額合計 26 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。
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。
【根拠・参考資料】
・資料 6-3：2017 年度大学院個人研究費配分表
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項目

評価の視点

専任教員の

6-8 専任教員の教育研究活動に必要な機会（例えば、研究

教育研究環境

専念期間制度等）を保障しているか。

レベル
Ⅰ

Ⅱ

○

［現状の説明］
本研究科の固有の目的が、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。

項目

評価の視点

図書館

6-9 図書館（図書室）には、知的財産専門職大学院の学生の学

（図書室）

習及び教員の教育研究活動に必要かつ十分な図書・電子媒

の整備

体を含む各種資料を計画的・体系的に整備しているか。

レベル
Ⅰ

Ⅱ

○

［現状の説明］
本研究科では、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 12,300 点を知的財産関連の学術雑誌約 70 種（和雑誌 43 種、
洋雑誌 31 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 3,140 タイトル、視聴覚資料約
12,800 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
の各端末からアクセスでき、最新の情報が入手できる。
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● 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

・D1-Law.com

法律判例文献情報

知的財産法

＊・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 6-4：大学院知的財産関連収集文献一覧
・資料 6-5：知的財産学部文献保管室利用にあたって

項目

評価の視点

図書館

6-10 図書館（図書室）の利用規程や開館時間は、知的財産専

（図書室）

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

の整備

レベル
Ⅰ

Ⅱ

○

ものとなっているか。

［現状の説明］
本研究科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
【根拠・参考資料】
・資料 6-5：知的財産学部文献保管室利用にあたって
・資料：大阪工業大学ホームページ図書館利用案内
（http://www.oit.ac.jp/japanese/toshokan/index.html）
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項目

評価の視点

特色ある

6-11 教育研究等環境の整備について、固有の目的に即して、

取組み

レベル
Ⅰ

どのような特色があるか。

Ⅱ
○

［現状の説明］
本研究科での、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 6－9 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文献保管室および文献保管庫を設置している。
大学図書館とは独立した運用を行うことで、知的財産関連に特化した図書や判例集、電子
媒体などを整備することができ、それらは有効に利用されている。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梅田キャンパスの配置
本学では、交通便利な「ＯＩＴ梅田タワー」（大阪市北区茶屋町）にキャンパスを有して
おり、ロボティクス&デザイン工学部、研究科の教育研究活動の拠点としている。本研究科
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。

87

【根拠・参考資料】
・資料 1-2：2018 年度知的財産専門職大学院パンフレット（P.10,19

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）
［６．教育研究環境 点検･評価（長所と問題点）
］
（評価の視点 6-11）
本研究科のすべての院生について個人用の専用ブースを提供している点は、他の大学院
では珍しい本研究科の長所の一つと考えている。
［６．教育研究環境 将来への取り組み・まとめ］
（評価の視点 6-11）
将来的にもこの体制を継続していく予定である。
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７

管理運営

項目

管理運営、規
程の整備

評価の視点

7-1 管理運営を行う固有の組織体制を整備しているか。

レベル
Ⅰ

Ⅱ

○

［現状の説明］
本研究科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、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＞）
、入試委員会、広報委員会、就職委員会（就職、インターンシッ
プ業務）
、研究委員会、国際交流委員会を設置し、7 委員会による運営体制を導入している。
詳細は以下の表のとおりである。

委員会の名称
企画委員会
教務委員会
入試委員会
広報（HP）委員会
就職委員会

委員会の任務
学部・研究科の業務を統括する。
教務に関する業務（カリキュラム、時間割、ゼミ編成、履修申請
要領・シラバス、プレゼン大会など）を総括する。
入試および入学者確保に関する業務（キャンパスガイド、高校訪
問、知財塾など）を総括する。
入学者確保に関わる候補（HP）活動を総括する。
学部生・院生の就職に関する業務（ガイダンス、就職面談、履歴
書作成指導、企業懇談会、企業訪問など）を総括する。
知的財産専門研究会開催、『知駅財産専門研究』編集、文献保管

研究委員会

室図書整備、コミレポ管理、その他研究関連業務を総括する。
国際交流（JICA,研修対応、留学支援、日台交流など）に関する

国際交流委員会

業務を総括する。
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【根拠・参考資料】
・資料 1-1：2017 年度大学院便覧
（P.125 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

項目

評価の視点

管理運営体

7-2 管理運営について、関連法令に基づく適切な規程を制定

制

し、それを適切に運用しているか。

レベル
Ⅰ

Ⅱ

○

［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 1-1：2017 年度大学院便覧（P.125 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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項目

評価の視点

専任教員組

7-3 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

織の長の任免等に関して適切な基準を設け、かつ、適切

免

レベル
Ⅰ

Ⅱ

○

に運用しているか。

［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

項目
関係組織等
との連携

評価の視点

レベル
Ⅰ

Ⅱ

7-4 知的財産専門職大学院と関係する学部・研究科等を設置
している場合、それらとの連携・役割分担を適切に行っ

○

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いる。知的財産学部の固有の目的は、本研究科の固有の目的に比べれ
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ば養成すべき人材像の点において専門性がやや薄い位置づけとなっている。言い換えると、
学部は知的財産に係る専門的な事項を学びながらも、その知識を一般的な職業人として活
用できる者を育てることを主な目的としているのに対し、本研究科は、知的財産に関する
高度な専門職業人を育成することを目的としている。このように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 1-1：2017 年度大学院便覧（P.125 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
（http://www.oit.ac.jp/japanese/oit/rule_oit.html）

項目

評価の視点

関係組織等

7-5 企業、その他外部機関との連携・協働等が適切に行われ

との連携

ているか。

レベル
Ⅰ

Ⅱ

○

［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、これらは本研究科にも
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
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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）や世界知的所有権機関（WIPO）を通じ
て例年海外から研修員を受け入れており、それぞれ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６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、国立台湾科技大学、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。
外部の団体との連携については、近畿経済産業局、大阪商工会議所、日本知的財産協会、
大阪発明協会、大阪府工業協会、弁理士会（近畿支部）などとの間で、共同のセミナーの
開催や講師派遣などの提携を行っている。
【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)

項目

評価の視点

財政基盤の

7-6 知的財産専門職大学院の教育研究活動の環境整備のため

確保

に十分な財政基盤及び資金の確保に努めているか。

レベル
Ⅰ

Ⅱ
○

［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。本研究科においても、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

93

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）
2014 年度 14,197,000 円
2015 年度 14,798,000 円
2016 年度 15,821,000 円

項目

評価の視点

レベル
Ⅰ

Ⅱ

7-7 知的財産専門職大学院の管理運営及び教育研究活動の支
事務組織

援を行うため、その設置形態及び規模等に応じた適切な
事務組織の整備及び職員配置を行っているか（「大学院」

◎

第 35 条）
。
［現状の説明］
本研究科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）
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項目
事務組織

評価の視点
7-8 事務組織は、関係組織と有機的連携を図りつつ、適切に
運営されているか。

レベル
Ⅰ

Ⅱ

○

［現状の説明］
本研究科では、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(梅田キャンパス事
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

項目

評価の視点

特色ある

7-9 管理運営、事務組織について、固有の目的に即して、ど

取組み

のような特色があるか。

レベル
Ⅰ

Ⅱ
○

［現状の説明］
本研究科での管理運営、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）
本研究科の所属全教員と、知的財産学部の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。本研究科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）
本研究科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、入試委員会、広
報(HP)委員会、就職委員会、研究委員会、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、また教員か事務職員かに関わらず、全教職員が必ずいずれかの委
員会の構成員となっている。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
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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 7-9：2016 年度合同連絡会議議題一覧
・資料 7-10：2017 年度知的財産学部・研究科内委員会一覧
［７．管理運営 点検･評価（長所と問題点）
］
（評価の視点 7-1）
本研究科の組織運営にあたり、各種委員会を設置して全教職員が協働で組織を運営し
ている点は、本研究科の長所の一つと考えている。
（評価の視点 7-4）
知的財産分野の教育を行う大学院において、知的財産を専門とする学部を併設してい
る例はほかにはなく、本学及び本研究科の大きな長所の一つと考えている。
（評価の視点 7-9）
専門職大学院でありながら、学部との一体的な運営をしている点が本研究科の長所で
あると考えている。
［７．管理運営 将来への取り組み・まとめ］
（評価の視点 7-1）
前述のように、2018 年度には「産学官連携委員会」を新設する予定である。
（評価の視点 7-4）
将来的にわたり、知的財産学部と知的財産専門職大学院の両立の体制を維持強化して
いく予定である。
（評価の視点 7-9）
将来的にも、この協働体制を維持し強化していく予定である。

96

８

点検・評価、情報公開

項目

評価の視点

レベル
Ⅰ

Ⅱ

8-1 自己点検・評価のための独自の組織体制を整備し、教育
自己点検

研究活動に関する評価項目に基づいた自己点検・評価を

・評価

実施しているか（「学教法」第 109 条第１項、
「学教法施

◎

規」第 158 条、第 166 条）。
［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 1 名、知的財産学部教員 2 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研究科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本研究科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本研究科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本研究科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、本研究科が 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。
【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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項目

評価の視点

レベル
Ⅰ

Ⅱ

8-2 自己点検・評価、認証評価の結果を教育研究活動等の改
自己点検

善・向上に結びつけるための仕組みを整備しているか。

・評価

また、それらをどのように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］
自己点検・評価、認証評価、外部評価等の結果を本研究科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
研究科では、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）お
よび平成 25 年度（2013 年度）には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。
【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 2-19：2016 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 －2017 年度の運営方針－
・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/ninsyouhyouka.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：平成 25 年度認証評価結果に対する改善報告書の検討結果について
（平成 29 年 3 月 13 日付通知）
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項目

評価の視点

自己点検

8-3 認証評価機関等からの指摘事項に適切に対応している

・評価

レベル
Ⅰ

Ⅱ
○

か。

［現状の説明］
本研究科は、平成25年度（2013年度）に開設後２度目の初めての外部認証評価を受審し、
認証基準に適合しているとの認定を受けた。
しかし、評価結果の報告書においては、３ポリシー（カリキュラムポリシー、アドミッ
ションポリシー、ディプロマポリシー）が固有の目的に整合的になるように再検討すべき
旨の指摘を受けた。また、固有の目的に沿った３ポリシーを策定するためには、まず固有
の目的において養成すべき人材像を明確にする必要がある点、またその際、産業界が求め
る知的財産人材像を踏まえる必要がある点なども指摘された。
そこで、2014年度に大学院学則の大幅改定を行い、固有の目的において産業界が求める
知的財産人材像を明確化すべく、大学院学則第３条第４項の「研究科及び教育研究上の目
的」を改正すした。また、この固有の目的の改定に合致するように教育課程表についても
大幅に改定した。
【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/ninsyouhyouka.html）

項目

評価の視点

レベル
Ⅰ

Ⅱ

8-4 知的財産専門職大学院の組織運営と諸活動の状況につい
情報公開・

て、社会が正しく理解できるよう、ホームページや大学

説明責任

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］
本研究科では、組織運営と諸活動の状況について、ホームページやパンフレットによっ
て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。
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【根拠・参考資料】
・資料：大阪工業大学ホームページ （http://www.oit.ac.jp/）
・知的財産専門職大学院ホームページ （http://www.oit.ac.jp/ip/graduate/）

項目

評価の視点

レベル
Ⅰ

Ⅱ

8-4
（１）教育研究上の目的に関すること。
（２）教育研究上の基本組織に関すること。
（３）教員組織、教員数並びに各教員が有する学位及び業績
に関すること。
（４）学生の受け入れ方針及び入学者数、収容定員及び在籍
学生数、修了者数並びに進路等の状況に関すること。
情報公開・
説明責任

（５）授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計
画に関すること。

◎

（６）学修成果に係る評価及び修了認定に当たっての基準に
関すること。
（７）校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究
環境に関すること。
（８）授業料、入学料その他の徴収する費用に関すること。
（９）学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に
関すること。
本学では、以下の項目について、ホームページを用いて広く学内外に情報公開を行ってい
る。
1．大学の教育研究上の目的
2．教育研究上の基本組織
3．教員組織、各教員が保有する学位及び業績、教員の年齢構成、教職員数
4．入学者の受入、収容定員、在学者・卒業（修了）者の状況
5．授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業計画
6．学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準
7．校地・校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境
8．授業料、入学料その他の費用
9．学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援
10．国際交流・社会貢献等の概要
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11．事業計画・財務情報
12．認証評価、自己点検・評価
13．動物実験およびヒトを対象とする実験に関する情報
14．博士の学位授与に関する情報
【根拠・参考資料】
・資料：大阪工業大学ホームページ 情報の公表
（http://www.oit.ac.jp/japanese/oit/openinfo/）

項目

評価の視点

情報公開・

8-5 自己点検・評価の結果を学内外に広く公表しているか。

説明責任

（
「学教法」第 109 条第１項）

レベル
Ⅰ

Ⅱ

◎

［現状の説明］
本研究科では、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）
、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、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。
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【根拠・参考資料】
・資料 1-2：2018 年度知的財産専門職大学院パンフレット
・資料：大阪工業大学ホームページ 情報の公表
（http://www.oit.ac.jp/japanese/oit/openinfo/）
・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/）

項目

評価の視点

特色ある

8-6 自己点検・評価の仕組み・組織体制、実施方法等には、固

取組み

有の目的に即して、どのような特色があるか。

レベル
Ⅰ

Ⅱ
○

［現状の説明］
評価の視点 8-3 で述べた通り、認証評価機関等からの指摘事項に対し、学則の大幅改正
も含めて迅速かつ真摯に答える組織風土を有している点、および不断の自己評価にもとづ
く改善を自発的に行うための仕組みが定着している点が最大の特色と考えている。
［８．点検・評価、情報公開

点検・評価（長所と問題点）
］

評価基準に適合しており特段の問題はない。
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（終 章）
このたびの点検・評価によって、各項目のレベルⅠ◎の法令遵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。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も同様である。
また、各項目のレベルⅡについても、現在の教育研究水準を今後とも維持し、さらに向
上させていくシステムの構築という点から適切に実施されていることが確認できた。
今後は、この結果に甘んじることなく、不断の改善を実施していく。
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