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中級コース群（東海）
概要
このコース群は、特・実・意・商の四法の各コースのほか、契約、民法、民事訴訟法、不競法、著作権法などの
関連諸法の各コース、更には、特許情報、明細書の書き方のコースからなります。知的財産業務を効果的且
つ効率的に推進する中堅実務者に必須の応用知識と実務スキルを養成することを目的としています。

対象者
◆Ａ・Ｂコースを修了し基礎知識を習得された方、
またはそれに準ずる方。
◆中堅実務者に必須の応用知識と実務スキルを習得したい方。

学びのポイント
◆一流の弁護士、弁理士、大学教授、企業に所属する専門家が講師！
◆法律ルールに関する正確な意味を説明できるようになる！
◆最新の話題や判例、実務に必要な例題を基に講義を実施！

東海

C01

研修会場：安保ホール

募集定員：50名

特許法・実用新案法

初回開催日の
2週間前まで申込可能です。
お申込みはこちらから！

概要

事業活動を支える知財戦略を実行するには、有効な特許権の取得と実行力のある権利活用が不可欠です。
出願から権利化までと、権利活用の過程における対応策や留意点に付いて、最新の法改正、審査審判基準、
判例、及び講師の経験を踏まえて講義します。法律解釈の解説にとどまらず、より実務的な知識・思考方法
を習得するため、演習や討論を含めて行います。特許法を中心とし、実用新案法にも適宜触れていきます。
開催日（4 日間）

8/1(水)

8/22(水)

9/19(水)

10/17(水)

講義科目

講師

午前

1. 特許法概要

午後

2. 特許を受けることができる発明

午前

3. 新規性、
進歩性

午後

4. 記載要件、
補正

午前

5. 発明者、
職務発明

午後

6. 特許の属否判断

午前

7. 間接侵害、
特許消尽、
先使用権

午後

8. 損害額算定、
審決取消訴訟

(株)デンソー

碓氷 裕彦 氏

申込コード：C01-N1
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東海

C01

特許法・実用新案法

1．
特許法概要
特許法は、我が国産業の発達を目的とした産業立法ですが、特許権の付与が何故産業発達に寄与するのか
を、特許制度の歴史を踏まえて検討します。併せて、産業発達に寄与する為に特許に求めれれる要件は何
なのかを、一通り確認します。

2．
特許を受けることができる発明
そもそも「発明」とは何であるのか、見方を変えれば「発明」とならないものは何であるのかを、判例
を踏まえて説明します。また、特許法の保護対象である「産業上利用することができる発明」に付いても、
判例を踏まえて説明します。

3．
新規性、進歩性
特許に携わる業務で最も頻繁に関係するのが、進歩性の判断です。どの様な手法で進歩性の判断を行うの
かを、事例を基にして解説します。進歩性判断の理解を深める為、演習、討議を含めます。

4．
記載要件、補正
明細書及び特許請求の範囲の記載にはどの様な点が求められているのかを、審査基準及び判例に基づい
て説明します。審査手続きの中で特許請求の範囲を補正する場合、どの範囲までの補正が認められるのか
も、審査基準及び判例に基づき説明します。

5．
発明者、職務発明
発明の完成にどこまで関与した者が発明者とされるのかを、事例に基づき説明します。また、職務発明に
付いて発明者が受ける相当の利益の額はどの様に算出されるのかを、判例に基づき説明します。

6．
特許の属否判断
特許に携わる業務の中で進歩性の判断と共に多く関係するのが属否の判断です。文言上侵害の判断及び
均等侵害の判断を、事例に基づき解説します。演習、討議を加えて属否の判断力を高めます。

7．
間接侵害、特許消尽、先使用権
特許の属否判断に付随して侵害の予備行為が間接侵害となります。この間接侵害の判断方法を、判例を踏
まえて解説します。一方、特許侵害に対する抗弁として特許消尽（正当権限者からの購入）や先使用権の主
張を行うことがあります。この抗弁がどの様なときに認められるのかも、判例を踏まえて解説します。

8．
損害額算定、審決取消訴訟
実際に争われた事例に基づいて、特許侵害の場合の損害額はどの様に算定されるのかを解説します。併せ
て、審決取消訴訟に関して、準備書面作成上の留意点等、訴訟の実務を説明します。

187

東海

C08

研修会場：愛知県産業労働センター(ウインクあいち)

明細書の書き方
（化学・電気・機械）

募集定員：60名
初回開催日の
2週間前まで申込可能です。
お申込みはこちらから！

概要

このコースでは、特許・実用新案について基本的知識を有する方々を対象に、明細書の書き方に関する基
本的事項から実務上必要なノウハウまでを解説し、実際に明細書を作成する上で必要な能力を習得して
いただきます。
講師には、明細書の書き方に関係する特許法の基本的な解説をはじめとして、
「発明のとらえ方」、
「特許請
求の範囲の書き方」
「
、明細書の記載要件」等について、具体的な事例をまじえて講義します。さらに、
「演習
課題」を通じて、受講者の方々に「特許請求の範囲」等を実際に作成していただく機会を作り、より良い明
細書を作成するための留意点を踏まえながら、講師より講評していきます。
開催日（4 日間）

6/19(火)

7/17(火)

8/28(火)

9/25(火)

講義科目

講師

午前

1. 特許制度の概要と発明の捉え方

午後

2. 特許請求の範囲の書き方（演習１）

午前

3. 明細書の作成手順

午後

4. 特許請求の範囲の書き方（演習２）

午前

5. 発明の詳細な説明の書き方

午後

6. 発明の詳細な説明の書き方

午前

7. 図面、要約書の書き方

午後

8. 明細書チェック時の留意点

1．
特許制度の概要と発明の捉え方

特許業務法人あいち国際特許事務所
弁理士 岩倉 民芳 氏

申込コード：C08-N1

特許明細書を書く上で必要な基本的な特許制度について解説し、特許制度の中での明細書の位置づけを
理解していただきます。その上で、特許を受ける対象とすべき発明の捉え方について解説いたします。

2．
特許請求の範囲の書き方（演習１）
簡単な構成の発明を例に取り、特許請求の範囲を実際に作成する演習をしていただきます。第１回目の演
習は、技術分野に関係なくグループに分かれて、討論したうえで作成して提出していただきます。提出し
ていただいた特許請求の範囲は、次回に講師が講評を行います。

3．明細書の作成手順
演習１の講評ののち、明細書の各項目の意義を理解していただくと共に、実際に明細書を作成する際の注
意事項等を解説します。特に、特許請求の範囲に関する部分を中心に行います。
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東海

C08

明細書の書き方（化学・電気・機械）

4．特許請求の範囲の書き方（演習２）
機械、
化学、
電気の各グループに分かれて、
各技術分野別の課題について討論したうえで特許請求の範囲を
作成して提出していただきます。
提出していただいた特許請求の範囲は、
次回に講師が講評を行います。

5．発明の詳細な説明の書き方
演習２の講評ののち、明細書の各項目の意義を理解していただくと共に、実際に明細書を作成する際の注
意事項等を解説します。
特に、
発明の詳細な説明に関する部分を中心に行います。

6．発明の詳細な説明の書き方（演習３）
グループに分かれることなく、
共通の課題について各自で特許請求の範囲を作成して提出していただきま
す。
提出していただいた特許請求の範囲は、
次回に講師が講評を行います。

7．図面、要約書の書き方
演習３の講評ののち、
発明の詳細な説明に関する部分に加えて、
図面、
要約書の書き方についても簡単に解
説いたします。

8．明細書チェック時の留意点
明細書の作成において必要な知識である発明の単一性、
補正要件等を簡単に解説した後、
まとめとして、
明
細書チェック項目などについて説明いたします。
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東海

サテライト研修

Ｃ９Ａ

研修会場：愛知県産業労働センター(ウインクあいち)

特許情報と特許調査（実践）

募集定員：70名
初回開催日の
2週間前まで申込可能です。
お申込みはこちらから！

概要

特許調査について、より実践的な調査手法を学べるコースです。さらに、調査後の情報解析・活用方法
についても、後半で講義します。情報調査の基礎知識をお持ちで、情報調査およびその活用を行う方を
対象としています。
開催日（2 日間）

9/7(金)

10/4(木)

講義科目

講師

午前

1. 特許調査実務の基礎

旭化成（株） 中村 栄 氏

午後

2. 出願前調査と権利侵害調査

パナソニック（株） 戸田 俊之 氏

午前

3. 特許無効資料調査

パナソニック（株） 戸田 俊之 氏

午後

4. 特許情報分析と事業への貢献

日本電気（株） 菅野 穂高 氏
申込みコード：C9A-N1-S

1．
特許調査実務の基礎

特許調査は研究活動、知財活動において避けて通ることはできません。本講では、これから本格的な特許
調査を行っていく初心者の方を対象として、研究開発の各ステージで行うべき種々の目的の特許調査につ
いて解説するとともに、
実際の調査（検索）の実務に必要な検索式を構築するための基本的アイテム（キー
ワード、特許分類等）の選定法、検索式を構築する際に留意すべき点等を実例を挙げながら解説します。

2．
出願前調査と権利侵害調査
前半では出願前調査について、前提となる新規性・進歩性の考え方を確認するともに、事例を交えなが
ら調査の基本的な流れを概説します。
後半は権利侵害調査について、抵触判断の基礎、上位概念を含めて検索を行うコツ、公報の読み取り方
等を解説します。

3．
特許無効資料調査
特許無効資料調査は、特許訴訟のみならず権利移転やライセンス等、企業活動に直結する分野で多く利
用される非常に重要な調査です。特許無効資料調査の進め方について、調査ポイントの特定や利用し得
る資料の整理、調査の流れ等を解説します。

4．
特許情報分析と事業への貢献
特許マップを作成していますか？その特許マップは、作成すること自体が目的化していないでしょうか。
特許マップは、特許情報から得られる事実（ファクト）を整理したものにすぎません。知財部門は、こ
のファクトから、事業を成功に導く必要があります。この講義では、事業への貢献をキーワードに、特
許情報の分析手法について例を示しながら説明します。
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東海

サテライト研修

C10

研修会場：愛知県産業労働センター(ウインクあいち)

募集定員：30名

不正競争防止法と独占禁止法

初回開催日の
2週間前まで申込可能です。
お申込みはこちらから！

概要

知的財産権の実務に携わる方を対象に、企業間の公正な競争秩序の維持に中心的役割をなす法規である
「不正競争防止法」と「独占禁止法」を学んでいただきます。
本研修は知的財産権の実務者を広く対象にしており、特許・商標・意匠の実務、営業秘密の管理、技術関連
契約等に携わる方が中堅実務者として活躍するための必須の知識を得ることを目的とした内容となって
います。
開催日（4 日間）

6/11(月)

7/23(月)

8/27(月)

9/28(金)

講義科目

講師
サントリーホールディングス（株）
沖田 良人 氏

午前

1. 不正競争防止法概論Ⅰ

午後

2. 不正競争防止法概論Ⅱと
営業秘密に関する実務

午前

3. 不正競争防止法概論Ⅰ

午後

4. 不正競争防止法概論Ⅱと
営業秘密に関する実務

午前

5. 不正競争防止法概論Ⅰ

午後

6. 不正競争防止法概論Ⅱと
営業秘密に関する実務

午前

7. 独占禁止法概論

ＪＦＥスチール（株） 山形 純広 氏

午後

8. 独占禁止法概論

アルプス電気(株)

（株）ＳＵＢＡＲＵ

広瀬 育男 氏

サントリーホールディングス（株）
沖田 良人 氏
（株）ＳＵＢＡＲＵ

広瀬 育男 氏

サントリーホールディングス（株）
沖田 良人 氏
（株）ＳＵＢＡＲＵ

１．３．５．不正競争防止法概論Ⅰ

広瀬 育男 氏

板倉 綾子 氏
申込みコード：C10-N1-S

「不正競争防止法」について、その全体像を把握するために、沿革、関連法規との関係、構成を概説していた
だいた上で、周知表示の使用、著名表示の冒用、形態模倣、原産地の不当表示等、営業秘密を除く不正競争
行為類型について解説します。

２．４．６．不正競争防止法概論Ⅱと営業秘密に関する実務
営業秘密に関する不正競争行為類型と不正競争行為に対する救済手段等の解説と営業秘密の企業内管
理、ノウハウのライセンス等、営業秘密に係わる企業実務の内容を解説します。

７．８．独占禁止法概論
「独占禁止法」について、法全体を概説するとともに、主として技術関連契約に対する独占禁止法の規制を
中心に解説します。
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東海

C15

研修会場：愛知県産業労働センター(ウインクあいち)

募集定員：60名

交渉学（入門）

初回開催日の
2週間前まで申込可能です。
お申込みはこちらから！

概要

本コースは、ビジネス交渉を効果的に進めるために、もっとも効果的なアプローチを学習し、受講生が実
践的な交渉力を習得できることを目指しています。
そのため、前半の講義編では、交渉力を支える３つの力である「論理的思考力」、
「交渉戦略立案能力」、およ
び「問題解決能力」を中心に講義をします。
後半の演習編では、実践的な交渉力を身につけるためのケース・スタディを行い、その結果を振り返りな
がら質疑応答を行うことで、受講生の理解を深めることを目指します。本講義では、交渉経験の比較的浅
い方、独自の方法で交渉を行ってきた方が、その手法を見直すのに適した内容となっています。
なお、Ｄ１５
「交渉学（応用）」は、
「交渉学（入門）」での講義内容を前提として、ケースを用いた模擬交渉を
中心に行いますので、本コースと合わせての受講をお勧めいたします。
開催日（１日間）

講義科目

講師

1. 論理的に交渉するための論理的思考力

9/13(木)

午後

2. 事前準備の方法論
3. 創造的問題解決に向けた交渉戦略（三方よし）

東京富士大学
教授 隅田 浩司 氏

4. ケース・スタディ

１．論理的に交渉するための論理的思考力

申込みコード：C15-N1

交渉では、論理的な思考力が重要です。パワープレイから脱却し、論理的に相手の主張や条件を分析する
能力が求められます。講義では、交渉において必要とされる論理力、特に、二分に陥らず過度な合意バイア
スを避け、交渉という緊張状態の中でも適切な推論を維持する手法について解説します。

２．事前準備の方法論
交渉前の準備は非常に重要です。しかし闇雲に準備をしても意味がありません。ここでは認知科学などに
基づくもっとも効果的な事前準備の方法論について解説します。

３．創造的問題解決に向けた交渉戦略（三方よし）
交渉における問題解決では、当事者間の利害が公平に調整されるような合意、日本の近江商人の「三方よ
し」の合意を目指す必要があります。しかし、これは安易な「損して得取れ」でもなければ安易な Win-Win
でもありません。より戦略的な合意形成の方法論を解説します。

４．ケース ･ スタディ
簡単な交渉事例をベースにしたケース・スタディを実施します。受講生に実際の交渉事例に基づいた事例
を示した資料を配布し、１対１のロールプレイを行います。その結果や経緯を振り返り分析しつつ、講師
が解説を行います。その解説の中では、受講生との質疑応答も行うことにより、疑問点の解消だけでなく
他の受講生の思考に触れることもできます。
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