
■EX603 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX603／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

企業がグローバルなビジネスを遂行する上での法的課題と取組みについて～具体的な

事例を使用しながら意見交換・検討・考察を行う～ 

担当者名 

（Instructor） 
石川 文夫(ISHIKAWA FUMIO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

企業が実施している種々のビジネスのしくみを考えて理解しながら、ビジネス取引に伴う法的課題や具体的な契約についてメン

バーで意見交換しながら課題解決をして行きます。 

メンバーが企業社会等に入った時に求められると考えられる課題の抽出力、課題を解決する力を醸成したいと考えます。 

 

 In this course, the students will review various business schemes carried out by companies and discuss legal issues and 

specific contracts associated with business transactions, with a view to finding solutions to the issues. The lecturer aims to 

enhance the abilities to identify issues and skills to solve issues that students will need when they enter the business 

community. 

 

授業の内容（Course Contents） 

講師が執筆したテキストやオリジナル作成資料、日々のビジネス関連の報道事案（業界、海外・国内を問わない）を抽出して適宜

使用しながら進めて行きます。 

また、講師が企業社会で経験した契約交渉などの実務経験、保有する人脈、その他保有する有用な資料などを最大限活用、提

供しながらメンバーのナレッジを拡大して行きます。 

また、上記に加えて、演習で取り上げたテーマに関して有識者を必要に応じてゲストで参加いただきアドバイスを受ける機会も設

けたいと思います。 

法律が実社会でどのように活用されているか、どこに問題があるか等に関してメンバーの知見（ナレッジ）をさらに広げてくださ

い。 

 

In this course, textbooks and materials written by the lecturer and news reports on day-to-day business topics (at home and 

abroad, regardless of business sector) will be used. 

The lecturer's practical experience in the business community (e.g., experience in contract negotiations), personal connections, 

and other valuable resources will be utilized to the maximum extent possible to enhance the students' knowledge on business. 

In addition, the lecturer plans to invite specialists associated with respective seminar topics as guest speakers so that the 

students will be able to hear advice from them. 

The lecturer hopes that the students will further enhance their knowledge regarding how law is being used in the practical world 

and where legal issues exist. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講師紹介、本演習の習い、全体説明等を行う。 

2. 契約の位置付け、企業における契約交渉の実状、組織について。社会全体の動きなどの説明、理解、意見交換等を実施。 

3. 企業間コラボレーションについて。その実状と役割を理解する。ライセンス、共同開発、外部委託、合弁会社、M&A等の説

明 

4. 企業ビジネス展開の最初に必要な秘密保持契約と秘密情報の重要性について具体的な契約書を使用しその役割と内容

の理解をする。 

5. 知的財産（権）の理解とライセンス契約にういて、その意義と位置付けを具体的な契約書を使用して理解する。 

6. 企業間の共同開発契約について、その意義と位置付けを具体的な契約を使用して理解する。 

7. 企業間の委託・受託契約について、その意義と位置付けを具体的な契約を使用して理解する。 

8. 企業間の販売店契約について、その意義と位置付けを具体的な契約を使用して理解する。 

9. 製造物責任法について具体的な例を使用し、問題点、対処方法について考える。 

10. 技術標準について具体的な例を使用し、問題点及びその役割と重要性を理解する。 

11. 具体的なビジネス事例（ケース）を使用して、ビジネススキームの理解と法的な課題、ビジネスリスク、契約条件などを参加

メンバーで討議を行い各々発表し理解を深める。 

12. 具体的なビジネス事例（ケース）を使用して、ビジネススキームの理解と法的な課題、ビジネスリスク、契約条件などを参加

メンバーで討議を行い各々発表し理解を深める。 

13. 具体的なビジネス事例（ケース）を使用して、ビジネススキームの理解と法的な課題、ビジネスリスク、契約条件などを参加

メンバーで討議を行い各々発表し理解を深める。 



14. 具体的なビジネス事例（ケース）を使用して、ビジネススキームの理解と法的な課題、ビジネスリスク、契約条件などを参加

メンバーで討議を行い各々発表し理解を深める。 

15. 具体的なビジネス事例（ケース）を使用して、ビジネススキームの理解と法的な課題、ビジネスリスク、契約条件などを参加

メンバーで討議を行い各々発表し理解を深める。 

16. 具体的なビジネス事例（ケース）を使用して、ビジネススキームの理解と法的な課題、ビジネスリスク、契約条件などを参加

メンバーで討議を行い各々発表し理解を深める。 

17. 具体的なビジネス事例（ケース）を使用して、ビジネススキームの理解と法的な課題、ビジネスリスク、契約条件などを参加

メンバーで討議を行い各々発表し理解を深める。 

18. 国内外の有識者をゲストに招いて、テーマを設定した上で話しを聴いて理解をする、（ON LINE も活用） 

19. 企業におけるコンプライアンスの取組みについて（SDGs を含む）専門家をゲストに招いて話しを聴き理解をする。 

20. 具体的なビジネス事例（ケース）を使用して、ビジネススキームの理解と法的な課題、ビジネスリスク、契約条件などを参加

メンバーで討議を行い各々発表し理解を深める。 

21. 具体的なビジネス事例（ケース）を使用して、ビジネススキームの理解と法的な課題、ビジネスリスク、契約条件などを参加

メンバーで討議を行い各々発表し理解を深める。 

22. 具体的なビジネス事例（ケース）を使用して、ビジネススキームの理解と法的な課題、ビジネスリスク、契約条件などを参加

メンバーで討議を行い各々発表し理解を深める。 

23. 具体的なビジネス事例（ケース）を使用して、ビジネススキームの理解と法的な課題、ビジネスリスク、契約条件などを参加

メンバーで討議を行い各々発表し理解を深める。 

24. 弁護士さんをゲストに招いて、国内・海外を問わず現状の訴訟など公開可能な範囲で最新の問題事案についての話しを聴

いて知見を拡大する、 

25. 具体的なビジネス事例（ケース）を使用して、ビジネススキームの理解と法的な課題、ビジネスリスク、契約条件などを参加

メンバーで討議を行い各々発表し理解を深める。 

26. 具体的なビジネス事例（ケース）を使用して、ビジネススキームの理解と法的な課題、ビジネスリスク、契約条件などを参加

メンバーで討議を行い各々発表し理解を深める。 

27. 可能であれば企業訪問や企業見学を行い、現実のビジネスや技術の進化などを見ることにより、そこから見いだせる法的

課題などにつき理解をして知見を深める。、 

28.  これまでの振り返りと総まとめ 

 

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

演習の中で随時話しをします。事前に現実のビジネスケースを読んで理解をしておく必要がある場合もあります。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(20%)/最終レポート(Final Report)(40%)/意見交換での姿勢(20%)/出席態度(20%) 

 

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) 

演習内で適宜紹介します。 

 

参考文献（Readings） 

資料、書籍は演習内で紹介します。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：10 人 

配当年次：２年、３年、４年 

選考方法： 

  ①題目：本演習に期待すること及び本演習を希望した理由について簡略に記載をお願いします。 

   ②字数：原則 A4 1 枚以内 

演習論文：実施しない 

 

注意事項（Notice） 

 


