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夏期知的財産連合英語セミナー

「現代日本の知財戦略を考える」

　アジア・新興国における知的財産高度専門人材の育成をわが国の大学院が協力して
推進することをさらなる目標として、今年度、「現代日本の知財戦略を考える」というテー
マで夏期知的財産連合英語セミナーを開催します。

　大阪では、大阪工業大学大学院知的財産研究科（知的財産専門職大学院）による
英語での夏期集中講義が行われているところですが、本年は、知的財産教育研究・専
門職大学院協議会の東京のメンバー校である東京理科大学大学院、金沢工業大学大
学院、日本大学大学院、東京工業大学大学院、国士舘大学大学院（次年度以降参加
予定）が共同して、この夏期セミナーを開催します。セミナーでは、日本知財学会の協
力による講義も行います。
　9 月上旬の 4 日間の集中開催で、講義は、各大学キャンパス講義室において提供さ
れます。開催時期を、大阪工業大学での夏期集中講義の終了直後としています。
　講義はすべて英語で行い、各大学院の専任教員、客員教員、非常勤教員が講義を
担当します。
　各大学院は、知的財産専門職大学院、法学研究科や工学研究科の知的財産プログ
ラム・専攻、技術経営専門職大学院の中の知的財産マネジメント分野、として設けら
れており、それぞれ教育・研究の特徴があり、多様な講義カリキュラムとなっています。

　アジア地域から広く受講学生を募集します。社会人も対象としていますので、積極的
にご参加ください。
　大阪工業大学で開催される夏期集中講義（パンフレット 8 ページ参照）の終了直後
に開催日程を合わせていますので、大阪での集中講義を受講した学生さんは、東京で
開催されるこの夏期知的財産連合英語セミナーにも参加できるスケジュールとなってい
ます。

　受講料としては、3000 円を徴取します。宿泊、食事の費用は各自ご負担ください。
　本年度セミナーは、9 月 6 日（木）午後から 9 月 9 日（日）午後までの 4 日間の開催
となっています。
　お問い合わせは、下記東京夏期セミナー担当までお願いします。
　　メールアドレス：summer-seminar-2012@jauip.org

東京工業大学大学院教授　佐伯 とも子
日本大学大学院教授　　加藤　浩
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夏期知的財産連合英語セミナー

「現代日本の知財戦略を考える」

プログラム　2012 年 9 月 6 日〜 9 日

第 1 日（午後）　東京工業大学田町キャンパス
①「大学（または研究機関）による研究成果の事業化に関する知的財産マネジメント」（90 分）
②「戦略的知的財産の活用」（90 分）

第 2 日　日本大学三崎町キャンパス
①「知的財産政策」（90 分 ×2）
② ・「日米特許法比較」（90 分）
　 ・「特許ビジネス」（90 分）

第 3 日（午前）　東京理科大ＭＩＰ教室（飯田橋・セントラルプラザ 2 階）
①「日本の公的資金研究の知財管理」（90 分）
②「企業における知財の役割の紹介」（90 分）

第 3 日（午後）　東京理科大ＭＩＰ教室（飯田橋・セントラルプラザ 2 階）
①「グローバル時代の日本著作権」（90 分）
②「特許と技術標準の交錯−独占禁止法の視点−」（90 分）

第 4 日　金沢工業大学虎ノ門キャンパス
①「日本における商標の保護−その概要とトピックス−」（50 分）
②「テクノロジーブランディング」（50 分）
③「日本における意匠保護の現状」（50 分）
④「特許ライセンスとパテントプール」（50 分）
⑤「日本企業における CIPO（Chief Intel lectua l Property Of f icer）」（50 分）
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授業科目リスト

講義名：「大学（または研究機関）による研究成果の事業化に関する知的財産マネジメント」
講義概要：産学連携を推進するためには、大学（または研究機関）と産業界における異なる文化及
び使命の違いを理解する必要がある。産学連携を現実化し成功に導くためには、事業化プロセス、
インキュベーションセンターの活用、資金調達等において、いくつかの重要な要因が存在する。
　特に、ベンチャー企業においては、特許保護が資金調達に大きな役割を有する。この講義では、
産学連携の阻害要因、問題解決、特許保護の重要性を学ぶ。

講義名：「戦略的知的財産の活用」
講義概要：知財立国を標榜し、このために知的創造サイクル（創造→保護→活用）を廻す国家方針
が示されて 10 年が経過した。知的財産の活用は、三つの要素の中で最も高度かつ広範囲な戦略的
取り組みが要求される活動である。
ここでは、総合電機メーカーにおける実践的な活用を、訴訟、模倣品防御、標準化特許の事例に基
づき紹介する。

講義名：「知的財産政策」
講義概要：日本における知的財産法の導入の趣旨や改正の経緯を説明し、知的財産法制の変遷と我
が国の産業の発達との関係について考察する。知的財産分野の条約・協定の成立や改正に向けた日
本の対応（国際交渉）についても論及する。また、知的財産基本法について解説を行い、我が国の
知的財産政策の現状と課題について検討する。特許庁における審査・審判の概要と、それに対する
弁理士の業務概要についても紹介する。

講義名：「日米特許法比較」
講義概要：日米における発明完成から特許許取得までの手続に関し紹介し、比較検討する。また、
日米における主要な特許要件について紹介し、相違点について考察する。さらに、日米における特
許無効手続制度について、それぞれを紹介した上、相違点を考察する。

講義名：「特許ビジネス」
講義概要：日本企業が米国企業をターゲットとして特許ビジネスを展開する一手法を紹介する。

講義名：「日本の公的資金研究の知財管理」
講義概要：本講義では日本の公的研究資金を原資とする研究成果の知財管理について解説する。日
本版バイドール法の概要を述べ、大学や公的研究機関による技術移転、契約研究、ベンチャー企業
の育成などについて議論する。

講義名：「企業における知財の役割の紹介」
講義概要：知財は企業の技術開発競争でフェアな競争をさせてくれる。知財をもつ目的はビジネスの
独占、可能性を広げること、子会社を含むライセンス収入などを含む。講義においては企業の知財
戦略を紹介する。
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講義名：「グローバル時代の日本著作権」
講義概要：ヒト、カネ、モノ、情報、サービスが国境を越えて自由に行き交うときに、日本の著作権
システムの課題は何だろうか。本講義では、日本の著作権の特徴に触れながら、世界における日本
法の課題を考える。特に欧米から要望されている「著作権の保護期間」（日本は 50 年）の延長を議
論したい。また、最近議論を呼んでいる「環太平洋経済協定（TPP）と知財との関係」も概観したい。

講義名：「特許と技術標準の交錯—独占禁止法の視点—」
講義概要：情報通信技術（ICT）分野では、特許と技術標準が交錯することが少なくない。両者が
交錯した事例をとりあげ、両者の交錯がなぜ ICT 分野に多いのかその理由を考える。現在、両者
の関係を調整する法律として、独占禁止法の役割が期待されているので、法適用の基準およびその
限界について検討する。

講義名：「日本における商標の保護—その概要とトピックス—」
講義概要：1．概要
 　　　・商標の種類、登録要件、審査、使用義務、商標権侵害
 2．トピックス
   ・新しいタイプの商標の保護、立体商標、トレードドレス、著名商標、並行輸入、 
　　　　　　　 小売商標

講義名：「テクノロジーブランディング」
講義概要：本講義では、企業や大学の研究開発において創造された「技術」をブランド化するため
の知的財産戦略について説明する。産業構造の変化や付加価値構造の変化が著しい今日、「テクノ
ロジーブランディング」は、企業が競争優位を確保し新たな付加価値を創出するために重要な戦略
である。講義では国内外の事例も挙げながら「テクノロジーブランディング」について概要を述べる。

講義名：「日本における意匠保護の現状」
講義概要：デザインは、企業が競争優位を獲得するために、最も重要な資源の一つとなっている。
このコースの目標は、現在の日本におけるデザイン保護の基礎を紹介することである。
　具体的なコースの目標は次のとおりである。
・デザインに関連する法律の専門用語、基本原理に精通すること。
・法律がどのように関連しているかを理解すること。

講義名：「特許ライセンスとパテントプール」
講義概要：特許活用の方法としての特許ライセンスの基本概念、基本用語について説明し、近年話
題になっているパテントプールについても言及する。外資系大手企業（IBM、Techn ico lor）の知財
部における社内弁理士・特許技術者としての 19 年の実務経験に基づいて、分かりやすく具体例を挙
げながら説明する。

講義名：「日本企業における CIPO（Chief Intellectual Property Officer）」
講義概要：知的財産を企業経営に資するべく活用するためには、事業・研究開発・知的財産の三位
一体経営が必要である。CIPO（知的財産最高責任者）はこの三位一体経営のキーマンとして知的財
産について CEO,CTO とともに戦略的なマネジメントを行う必要がある。本講義では、我が国の企
業における CIPO の必要性や経歴とその育成について調査結果を基に講義する。

夏期知的財産連合英語セミナー◦4



田中 義敏
東京工業大学大学院イノベーションマネジメント研究科教授
1980 〜 1991：特許庁、科学技術庁、UCLA
1992 〜 2002：テトラパック社
2002 〜現在：東京工業大学
弁理士登録。日本 MOT 学会理事、日本知財学会、研究技術計画学会、
日本 MOT 学会、AIPPI 等会員

加藤　恒
三菱電機株式会社　役員理事・知的財産渉外部長
東京工業大学　客員教授
弁理士

加藤　浩
日本大学大学院知的財産研究科教授（弁理士）
前職：特許庁審査官・審判官、政策研究大学院大学助教授

三村 淳一
日本大学大学院知的財産研究科准教授（米国弁理士）
前職：沖電気工業株式会社 知的財産権部　ライセンス担当部長
　　　沖アメリカ社ワシントンＤＣ事務所長

渡部 俊也
東京大学教授、日本知財学会理事

教員リスト
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久慈 直登
日本知的財産協会　専務理事
1999 〜 2011 本田技研工業株式会社知的財産部長

宮武 久佳
東京理科大学大学院イノベーション研究科教授
元横浜国立大学教授。元共同通信者記者
ハーバード大学ニーマンフェロー（ジャーナリズム研究員）
元 2002 年 FIFA ワールドカップ日本組織委員会報道部長

藤野 仁三
東京理科大学イノベーション研究科知的財産戦略専攻教授

青木 博通
ユアサハラ法律特許事務所　パートナー弁理士
金沢工業大学（K.I .T.）虎ノ門大学院　客員教授
元北海道大学大学院法学研究科　客員教授

上條 由紀子
金沢工業大学（K.I .T.）虎ノ門大学院　准教授
太陽国際特許事務所　弁理士
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杉光 一成
金沢工業大学（K.I .T.）虎ノ門大学院　教授、博士（工学）、弁理士
知財功労賞（特許庁長官表彰）受賞（2009 年）

木越　力
株式会社トムソン技術研究所　特許部長、弁理士
金沢工業大学（K.I .T.）虎ノ門大学院　客員教授
元日本 IBM 知的財産部　主任弁理士課長

加藤 浩一郎
金沢工業大学（K.I .T.）虎ノ門大学院　教授、博士（工学）、弁理士

（担当講義開講順）
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大阪工業大学大学院知的財産研究科（知的財産専門職大学院）による
夏期集中講義

　開講時期は、夏期の約 1 週間。2012 年は、8 月 27 日（月）から 9 月 5 日（水）である。講義
は全て英語でなされる。

講義名

1.「米国知的財産制度特論」

講義概要
　本講義は、他に類を見ない知的財産法を発展させてきた米国知的財産法について、米国法の基
礎を理解したうえで、米国の特許法、商標法、著作権法などを体系的に学び、さらに、米国にお
ける知的財産実務にも目を配ることにより、自国の法制度を比較法の観点から俯瞰し、未知の問
題にも対処しうる能力を涵養することをめざす。以下はその概要である。

講義名

2 .「比較特許法特論」

講義概要
　本講義は、特許法を中心に、欧州の知的財産法（欧州特許条約と欧州連合）、アジア諸国の知
的財産法、各国の訴訟制度、国際ライセンス契約実務を学ぶことにより、自国の法制度を比較法
の観 点から俯瞰し、未 知の問題にも対処しうる能力を涵養することをめざす。以下はその概要
である。

特許法概論

米国特許制度の特徴

特許事例研究

特許実務

営業秘密

商標法・商標実務

著作権法

グループディスカッション

講義テーマ 内　容

米国特許法の基本構造、特許要件、審査基準

発明者の定義、先発明主義、特許法改正

米国訴訟制度、特許権侵害、均等論

クレーム作成の実際

保護法制の構造、保護要件、不正使用の実際

商標法の基本構造、登録要件、商標実務

連邦著作権法の構造、保護対象、事例研究

受講生による比較法的観点からの発表・討論
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担当講師
　各講義の担当講師は国内外から大学教授、実務家を招聘する。講義全体のコーディネーターと
グループディスカッションは大阪工業大学の教員が担当する。
コーディネーター
平松 幸男　大阪工業大学大学院知的財産研究科教授 専門：技術標準と知的財産
松井 章浩　大阪工業大学知的財産学部講師 専門：国際法学
高田 恭子　大阪工業大学知的財産学部講師 専門：民事法学

詳細は〔 http://www.oit.ac.jp/ip/graduate/curriculum/summer.html 〕

比較特許法概論

特許権行使世界戦略

欧州知的財産法

ドイツ知的財産法

国際ライセンス

現代特許制度の課題

グループディスカッション

講　義 内　容

特許権の保護範囲に関する比較法的検討

各国権利行使の条件を踏まえた特許実務戦略

欧州特許条約、欧州連合における知的財産問題

ドイツの訴訟制度、ドイツ特許法の体系と実務

国際ライセンス契約概論、交渉演習

技術史からみる特許制度の比較

受講生による比較法的観点からの発表・討論

注意事項
・本講義は大阪工業大学大学院知的財産研究科の正規科目である。
・大阪工業大学と交流協定を締結している大学の学生が受講する場合は受講料を無料と 
　する。それ以外の受講生は科目履修 生として、受講することになり、所定の検 定料、 
　履修料を納入することが必要である。

大阪工業大学　大宮キャンパス
http://www.oit.ac.jp/japanese/access/omiya.html#map2

所在地
〒 535-8585　大阪市旭区大宮 5 丁目 16-1

交通アクセス
① JR 大阪 駅（阪 急、阪神、地下鉄梅田駅）の大阪市 

バスターミナルから「34 号系統　守口車庫」行に乗車、「中
宮」バス停下車　徒歩 1 分

②大阪市営地下鉄谷町線「千林大宮駅」下車、徒歩 15 分
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東京会場アクセス

東京工業大学　田町キャンパス
http://www.titech.ac.jp/about/campus/t.html

所在地
〒 108 − 0023　東京都港区芝浦 3-3-6
 キャンパス・イノベーションセンター
交通アクセス
JR 山手線・京浜東北線　田町駅下車　徒歩 1 分

日本大学大学院知的財産研究科（三崎キャンパス）
http://www.law.nihon-u.ac.jp/access/

所在地
〒 101− 8375　東京都千代田区三崎町 2-3-1

交通アクセス
水道橋駅
JR 総武線　東口　徒歩 5 分
都営三田線　A2 出口　徒歩 6 分
神保町駅
東京メトロ半蔵門線，都営三田線・新宿線　A2 出口　徒歩 6 分
九段下駅
東京メトロ東西線（中野方面行き）　A5 出口　徒歩 7 分
東京メトロ半蔵門線・東西線（西船橋方面行き）,
都営新宿線　5 出口　徒歩 8 分
後楽園駅
東京メトロ丸ノ内線・南北線　2 出口　徒歩 13 分
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東京理科大学　イノベーション研究科
知的財産戦略専攻（神楽坂キャンパス）
http://www.sut.ac.jp/info/access/kagcamp.html

所在地
〒 102 − 0072　東京都千代田区飯田橋 4-25-1-12
 セントラルプラザ 2 階

交通アクセス
JR 総武線　飯田橋駅 西口　徒歩 1 〜 3 分
地下鉄有楽町線・東西線・南北線・大江戸線
飯田橋駅 B2a 出口　徒歩 3 分

金沢工業大学　東京・虎ノ門キャンパス
（K.I.T 虎ノ門大学院）
http://www.kanazawa-it.ac.jp/about_kit/access.html#anchor06

所在地
〒 105 − 0002　東京都港区愛宕 1-3-4 愛宕東洋ビル 12F
電話：03-5777-2227（代表）

交通アクセス
東京メトロ銀座線　虎ノ門駅　徒歩 8 分
東京メトロ日比谷線　神谷町駅　徒歩 8 分
都営地下鉄三田線　御成門駅　徒歩 8 分

知的財産教育研究・専門職大学院協議会
Japan Assoc iat ion of Un ivers i t ie s for Inte l lec t ua l Proper ty Educat ion 
and Research (JAUIP)
http://www.jauip.org/index.html

＜お問い合わせ＞
知的財産教育・研究専門職大学院協議会事務局
東京都千代田区飯田橋 4-25 -1-12
セントラルプラザ 2 階東京理科大学　知的財産戦略専攻内

セミナーに関するお問い合わせ E-Mai l :  summer-seminar-2012@jauip.org
一般的なお問い合わせ E-Mai l :  office@jauip.org
Tel :  03 - 5225 - 6338
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