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授業の目標（Course Objectives） 

これから企業社会等に進まれる方々に、企業のビジネス構築のしくみ、ビジネスの基本的な遂行手順を理解しそれらのビジネス

に伴い必要になる契約の役割や契約書の内容の理解をする。また、企業人として必要な広いナレッジの習得、ビジネスマナー、

社会常識についても習得する。 

 

 

 This course will provide the students who will enter the business community in the future with the opportunity to understand 

the corporate business structure and the basic procedures for business execution. It will also help them gain an understanding 

of the role and content of contracts that they will need in carrying out business. In addition, the students will acquire a wide 

range of knowledge, business manners, and social common sense required of businesspeople. 

 

 

授業の内容（Course Contents） 

講師のオリジナルのレジメ、講師執筆の本を使用しながら行う。各講義には個別に必要な教材資料、その時に発生している最新

のビジネス事案に関する報道記事等を配布して解説を行いながら世の中のビジネスの動きを理解出来るように以下の項目で講

義を行う。 

①企業におけるビジネスの基本的な進め方の紹介と理解 

②ビジネスを進める上での契約の位置づけと役割の理解 

③講師作成の具体的なビジネスケースを使用し最適な契約スキームと課題を考える 

④種々の契約書を読み契約書の内容やその中にある条文、文言内容の意味を理解する（海外・国内） 

⑤弁護士さん、企業人などのゲストを招待し実務上の最新の状況に関する話を聴く 

 

 In this course, the students will use a summary and book written by the lecturer. In each class, the lecturer will also provide 

specific learning materials and news reports on the latest business topics and give commentary on them so that the students 

will be able to understand what is going on in the business world. Specifically, in this course, the students will: 

(1) gain an understanding of the basic process of conducting business in a company ; 

(2) gain an understanding of the meaning and role of contracts in carrying out business; 

(3) consider the optimal contract scheme and the issues in reference to specific examples of business situations created by the 

lecturer; 

(4) read various types of contracts (used domestically or internationally) and understand the meanings of the clauses and words 

in these contracts; and 

(5) hear lectures by guest speakers, such as lawyers and business persons, regarding the latest business practices. 

 

 

 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講師紹介、本講座の狙い、全体日程の説明、社会人になった時のわきまえるべきマナ－、常識などの説明 

2. ビジネス発生から契約締結までの基本的な業務フロー及びビジネスにおける契約の位置付けと契約書の役割 

3. 日本の契約と欧米の契約についてそれらの特長と相違について 

4. 知的財産（権）についてその概要と役割について 

5. 契約の種類とその位置付けの説明、具体的な契約の紹介、秘密保持契約、ライセンス契約、共同開発契約等 

6. コラボレーションの説明とその位置付けの理解 

7. コラボレーションの具体的なケーススタディ Ⅰ チームに分かれて意見交換 

8. 第７回における検討結果と振り返り まとめ 

9. コラボレーションの具体的なケーススタディ Ⅱ チームに分かれて意見交換 

10. 第９回における検討結果と振り返り まとめ 



11. コラボレーションの具体的なケーススタディ Ⅲ チームに分かれて意見交換 

12. 第１１回における検討結果と振り返り まとめ 

13. 有識者、弁護士さんなどをゲストに招待し講座開催（予定） 

14. これまでの講義内容の振り返り、復習、纏め 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講義の中で適宜話しをする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 石川文夫、2018、『企業間コラボレーションを成功させる契約交渉の進め方』、中央経済社 (ISBN:ISBN978-4-502-25901-2) 

講義内で参考書籍、論文については話しをする。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 


