
■EX626 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX626／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
知的財産法ディベートゼミ 

担当者名 

（Instructor） 
上野 達弘(UENO TATSUHIRO) 

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） 

知的財産法をテーマにディベートを行うことにより法的思考力とプレゼンテーション能力を養う。 

 

The purpuse of this seminar is to develop the students' legal thinking and skills for presentation and discussion through debates 

on intellectual property law. 

 

授業の内容（Course Contents） 

著作権法に関する現実の事件をテーマとして，原告 3 人×被告 3 人のディベートを行います。残りの参加者は全員ジャッジとして

コメント付き判定を下します。こうして１年間同じチームでリーグ戦を行い，優勝チームを決定するというプログラムです。 

 

ディベーターは準備と理論武装が求められ，他のジャッジも公平な判断が求められます。こうしてディベーターは，柔軟な思考力

と説得的な論理性を鍛え，あわせてプレゼン技術を磨きます。ジャッジは，主張の正当性を適切に見極める判断力を養います。 

 

毎回 20 分程度延長あり。他大学（昨年度は北大と早稲田）との親善試合も開催。 

 

［お問い合わせ］  

 

教員： uenot@waseda.jp 

ゼミ生： twitter アカウント（@rikkyo_uenozemi） 

 

This seminar holds debates between the plaintiff (3 persons) and the defendant (3 persons) on the topic of real case law 

concerning copyright law, for one year. The rest of the students give their judgements with comments. 

 

The debaters have to prepare for the debates, while the judges are expected to be impartial. In the course of this seminar, the 

students can develop flexible legal thinking and skills for presentation and discussioin. 

 

There is an extension of about 20 minutes each time. It is planned to hold the friendly matches with other universities (e.g. 

Hokkaido University, Waseda University). 

 

For further information, please contact: 

 

uenot@waseda.jp 

Twitter: @rikkyo_uenozemi 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Team organization 

2. 京地判平成２０年７月４日〔博士イラスト事件〕 

3. 東京地判平成２０年１月３１日〔右脳を鍛える大人のパズル事件〕 

4. 東京高判平成１３年６月２１日〔みずみずしいすいか事件〕 

5. 東京地判平成２４年２月２３日〔釣りゲータウン２事件〕 

6. 東京高判平成１２年９月１９日〔劇団 SCOT 事件〕 

7. 東京高判平成１１年９月３０日〔古文単語記憶術事件〕 

8. 東京高判平成１４年９月６日〔記念樹事件〕 

9. 東京地判平成４年１１月２５日〔民家の暖簾事件〕 

10. 東京地判平成２６年７月３０日〔修理規約事件〕 

11. 東京地判平成２２年７月８日〔入門漢方医学事件〕 

12. 東京地判平成２８年１月２９日〔風水ブログ事件〕 

13. Test Match 



14. Friendly Match vs. 早稲田大学上野ゼミ 

15. 東京高判平成１２年４月２５日〔脱ゴーマニズム宣言事件〕 

16. 東京地判平成１３年１月２３日〔ふぃーるどわーく多摩事件〕 

17. 東京地判平成１０年１０月３０日〔血液型と性格事件〕 

18. 最判平成１３年１０月２５日〔キャンディ・キャンディ事件〕 

19. 大阪高判令和３年１月１４日〔金魚ボックス事件〕 

20. 東京地判令和３年２月１８日〔放置少女事件〕 

21. 最判平成１３年２月１３日〔ときめきメモリアル事件〕 

22. 知財高判平成１８年９月２６日〔江戸考古学研究事典事件〕 

23. Test Match 

24. Friendly Match vs. 北海道大学吉田ゼミ 

25. Special 1 

26. Special 2 

27. Retirement Match 1 

28. Retirement Match 2 

 

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

ケースの予習のほか、チームメンバーは授業外でディベートの打合せを行う必要がありますので、授業外もゼミに一定の時間を

かけられるような学生を特に歓迎しています。 

 

ご質問・ご相談は気楽にお寄せ下さい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

ゼミへの参加姿勢(50%)/議論内容(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 島並良･上野達弘･横山久芳、2021、『著作権法入門（第 3 版）』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-24327-9) 

2. 上野達弘・前田哲男、2021、『〈ケース研究〉著作物の類似性判断――ビジュアルアート編』、勁草書房 (ISBN: 978-4-326-

40392-9) 

 

参考文献（Readings） 

1. 小泉直樹･田村善之･駒田泰土･上野達弘編、2019、『著作権判例百選（第 6 版）』、有斐閣 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数： 30 名 

配当年次： ２～４年次 

選考方法：レポート 

 ①題目：自己ＰＲおよび志望理由 

 ②字数：自由 

演習論文：実施しない 

 

［注意］ もし採用後に辞退される場合は、発表後、直ちに下記まで連絡してください。 

 

＜連絡先＞ 

上野達弘 

uenot@waseda.jp 

 

※参考※ 

［Twitter］ 

https://twitter.com/rikkyo_uenozemi 

［ゼミに関するエッセイ］ 

http://www.f.waseda.jp/uenot/debateseminar.pdf 

 

注意事項（Notice） 

 


