
概 要

組織経営と技術開発の両分野は、現代の日進月歩の企業社会において、大変重要な中枢部分を形成しており、
両分野とも互いの基礎知識を有する人材確保を必要条件としている。
そのような状況を背景として、本カリキュラムは、経済・法・理・工・農などの各分野で開設されている科目
と、新しく開設する科目とを活用することとで、技術経営の基礎を修得できることを目的とした副専攻プログラ
ムである。

ね ら い
・特許取得に関わる手続きや方法を学ぶことで、特許取得に必要な専門知識が多様であることを理解する。
・各自の主専攻も、他学部・他学科の開講科目の多くと密接に関連していることを理解する。
・特許やその申請に対して理解を深めることで、特許申請や取得までの概要を習得する。

到達目標

１．法律・技術・経営の知識を融合し、それぞれを有機的に活用することで、
理系・文系の両面からの思考ができる。

２．ビジネス分野への貢献ができるようになる。
３．さらに上位にある「ＭＯＴ関係の大学院」などへの入学のための基礎学力
が身に付く。

副 専 攻
委員会委員

○狩野　直樹
　東瀬　　朗

認定条件
及び評価
の 方 法

【各プログラム共通の認定条件】
・本副専攻プログラムの「入門科目」を、「第３年次末」までに履修し、その単位を修得していること。
・卒業時の総修得単位数が、所属する学部の卒業要件単位数に「12単位」以上を加えたものであること。
・本副専攻プログラムが定めた授業科目から「24単位」以上を修得していること。
・卒業時の全科目のＧＰＡが、「2.5」以上であること。

【各プログラム独自の認定条件等】
・�コア科目から、必修科目（属性区分「Ｒ」及び「Ａ」の必修科目）を含む「12単位」以上を修得していること。
・�コア科目から、属性区分「R」の科目1単位、「A」の科目（必修2単位を含む）「4単位」以上および、「B」の
科目「2単位」以上を修得していること。
・所属学部開講科目以外の科目を、「10単位」以上修得していること。
・入門科目「特許・経営および製品開発入門」を最初に履修することが望ましい。

プログラ
ムの紹介

・�国際特許事務所で活躍している現役の弁理士や企業のトップによる実践的講義を受講できます。
・上記の講師と１対１での話し合いを行うことができ、講師の実際の経験談を聞くことができます。
・文系理系を問わず、多数の学部の科目を修得することができ、総合大学ならではの恩恵を受けることができます。
・�以下は、この副専攻独自の国際弁理士や県内企業のトップによる講義風景で、学部や男女超えて学生が受講し
ています。

■プログラムの名称
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令和3（2021）年度以前の入学者のみ
修了認定可能なプログラム

重要
本プログラムは、2022年度以降入学者（3年次編入生は
2023年度以降入学者）は認定の対象となりませんので、
ご注意ください。

「MOT基礎（特許・経営及び製品開発基礎コース）」



「MOT基礎（特許・経営及び製品開発基礎コース）」
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属性区分　　R：必修科目／A：文系科目として必要な科目群／B：理系科目として必要な科目群／C：A、Bと関連した発展科目群
＊1は以下の履修順序等の指定があることを示す。
　　＊1　民事法基礎ⅠおよびⅡを修得済みであること。

分類 属性 開講番号 授業科目名 単位 学期 ターム 曜限 形式 授業担当者 所属 分野 水準

1 コア R 220Q9004 特許・経営および製品開発入門【入門科目】 1 第1学期 第1ターム 月・木H・T 演習 狩野　直樹・他 自然科学系（工学部） 99 03

2 コア A（必修） 220Q9005 特許と技術経営Ⅰ 1 集中 演習 吉井　雅栄 非常勤講師 99 04

3 コア A（必修） 220Q9006 特許と技術経営Ⅱ 1 集中 演習 丸山　三孝 非常勤講師 99 04

4 コア A 223L3101 民法Ⅰ（民法総則） 2 第2学期 第3ターム 水3・4 講義 石畝　剛士 人文社会科学系（法学部） 34 03

5 コア A 223L3106 民法Ⅵ（債権各論） 2 第2学期 第3ターム 金1・2 講義 上山　泰 人文社会科学系（法学部） 34 03

6 コア A＊1 222L3102 民法Ⅱ（不法行為） 2 第1学期 第2ターム 月1・2 講義 大島　梨沙 人文社会科学系（法学部） 34 03

7 コア A 224L3103 民法Ⅲ（物権 1） 2 第2学期 第4ターム 木1・2 講義 上山　泰 人文社会科学系（法学部） 34 03

8 コア A 222T8008 経営管理と社会的責任 2 第1学期 第2ターム 月3・4 講義・演習 東瀬　朗 自然科学系（工学部） 37 14

9 コア A 220T8016 企業会計基礎 2 集中 講義 髙野　裕 非常勤講師 37 14

10 コア A 223T8012 マーケティング基礎 2 第2学期 第3ターム 金3・4 講義・演習 長尾　雅信 人文社会科学系（工学部） 37 14

11 コア A 222T8013 リーダーシップ基礎 2 第1学期 第2ターム 火・金5 講義 白川　展之 人文社会科学系（工学部） 37 14

12 コア B 222G6023 生活を支える化学技術 −化学工学への招待− 2 第1学期 第2ターム 火・金2 講義 木村　勇雄・他 自然科学系（工学部） 47 03

13 コア B 221A0120 農業経営学 2 第1学期 第1ターム 月・木1 講義 平泉　光一 自然科学系（農学部） 64 05

14 コア B 221G6022 最先端技術を支える化学Ⅰ 2 第1学期 第1ターム 火・金3 講義 郷右近　展之・他 自然科学系（工学部） 46 03

15 コア B 222T8009 プロジェクト・マネジメント基礎 2 第1学期 第2ターム 金3・4 講義・演習 尾田　雅文 地域創生推進機構 37 14

16 コア B 221T8014 技術評価 2 第1学期 第1ターム 火3・4 講義・演習 尾田　雅文 地域創生推進機構 49 14

17 関連 C 224L3406 知的財産法Ⅰ（著作権法） 2 第2学期 第4ターム 金3・4 講義 渡邉　修 人文社会科学系（法学部） 34 04

18 関連 C 224L3115 会社法Ⅰ（総論・機関） 2 第2学期 第4ターム 金3・4 講義 吉田　正之 人文社会科学系（法学部） 34 04

19 関連 C 221L3116 会社法Ⅱ（株式） 2 第1学期 第1ターム 木1・2 講義 内田　千秋 人文社会科学系（法学部） 34 04

20 関連 C 221L3301 経済法Ⅰ（競争の実質的制限禁止） 2 第1学期 第1ターム 火1・2 講義 澤田　克己 人文社会科学系（法学部） 34 04

21 関連 C 222S0541 情報社会論 2 第1学期 第2ターム 火・金5 講義 田中　環 自然科学系（理学部） 10 03

22 関連 C 223S1506 プログラミング概論Ａ 1 第2学期 第3ターム 木4 講義 山田　修司 自然科学系（理学部） 41 03

23 関連 C 224S1512 プログラミング概論Ｂ 1 第2学期 第4ターム 木4 講義 山田　修司 自然科学系（理学部） 41 03

24 関連 C 220S0540 情報産業論 2 第2学期 第3・4ターム 金3 講義 清野　和司 非常勤講師 10 04

25 関連 C 221T1008 工業力学 2 第1学期 第1ターム 月・木2 講義 平元　和彦・他 自然科学系（工学部） 49 04

26 関連 C 221T1005 材料力学Ⅰ 2 第1学期 第1ターム 火・金1 講義・演習 佐々木　朋裕 自然科学系（工学部） 50 04

27 関連 C 222T5015 分析化学（工） 2 第1学期 第2ターム 火・金2 講義 狩野　直樹 自然科学系（工学部） 47 04

28 関連 C 223T3027 電気回路Ⅱ 2 第2学期 第3ターム 火・金3 講義 山家　清之 自然科学系（工学部） 51 04

29 関連 C 224T3011 電磁気学Ⅰ 2 第2学期 第4ターム 火・金2 講義 清水　英彦 自然科学系（工学部） 51 04

30 関連 C 222T3032 電磁気学Ⅱ 2 第1学期 第2ターム 火・金3 講義 小川　純 自然科学系（工学部） 51 04

31 関連 C 224T3031 電子回路 2 第2学期 第4ターム 木3・4 講義 鈴木　孝昌 自然科学系（工学部） 51 04

32 関連 C 224T7028 電子回路 2 第2学期 第4ターム 月4・木3 講義 堀　潤一 自然科学系（工学部） 51 24

33 関連 C 223T4024 論理回路 2 第2学期 第3ターム 水1・2 講義 高橋　俊彦 自然科学系（工学部） 10 04

34 関連 C 224T0503 ビジネス統計学 2 第2学期 第4ターム 木3・4 講義・演習 東瀬　朗 自然科学系（工学部） 37 13

35 関連 C 222T0502 協創経営概論 2 第1学期 第2ターム 木3・4 講義 増田　淳・他 自然科学系（工学部） 37 13

36 関連 C 221T0504 アントレプレナーシップ 2 第1学期 第1ターム 火・金3 講義 小浦方　格・他 自然科学系（工学部） 37 13

37 関連 C 221T8007 アントレプレナーシップⅡ 2 第1学期 第1ターム 金4・5 講義・演習 長尾　雅信・他 人文社会科学系（工学部） 37 14

38 関連 C 休講 化学プロセス概論 2 講義 55 04

39 関連 C 221T0441 日本建築史 2 第1学期 第1ターム 火・金2 講義 黒野　弘靖 自然科学系（工学部） 53 04

40 関連 C 休講 電気回路基礎論 2 講義 54 04

41 関連 C 休講 基礎高分子化学 2 講義 54 04

42 関連 C 223S0570 基礎生物化学 2 第2学期 第3ターム 月・木3 講義 長束　俊治 自然科学系（理学部） 57 03
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■授業科目リスト（掲載されている学期・曜・限は変更される場合があります。）




