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※情報は変更になる可能性があります

◆ 必修科目 ◆
科目名 担当教員 学期 曜日 時限

LL.M.知的財産法研究I 高林 龍 秋期 木 ６時限
LL.M.知的財産法研究II 上野 達弘／奥邨 弘司 春期 木 ６時限
知的財産訴訟の実務 清水 節 春期 金 ６時限
国際知的財産法 駒田 泰土 春期 火 ６時限
比較知的財産法研究 ラーデマッハ クリストフ 春期 土 ３時限
先端法学論文演習 秋期 無 その他

◆ 選択科目 ◆
科目名 担当教員 学期 曜日 時限

知的財産権法研究I 高林 龍 春期 月 ６時限
知的財産権法研究II 上野 達弘／高林 龍／今村 哲也 秋期 月 ６時限
著作権法研究（１） 今村 哲也 春期 土 ４時限
著作権法研究（２） 椙山 敬士 秋期 水 ６～７
経済法（１） 菅久 修一 春期 土 ５時限
経済法（２） 菅久 修一 秋期 土 ５時限
特許法 高林 龍／佐藤 智康 春期 火 ４時限
著作権法 上野 達弘／武生 昌士 春期 火 ３時限
商標法・不正競争防止法 三村 量一 秋期 土 ２時限
特許紛争処理法 三村 量一／高林 龍／富岡 英次 春期 土 ２時限
著作権等紛争処理法 前田 哲男／上野 達弘／中川 達也／上村 哲史 春期 火 ５時限
出願実務と権利の活用 加藤 志麻子 秋期 金 ６時限
Law and Economics of Intellectual Property and Beyond ジング ラファエル 春期 水 ６時限
Comparative Studies of Intellectual Property Law ラーデマッハ クリストフ 秋期 土 ３～４
Patent Law in Japan 山下 弘綱 秋期 土 ３～４
Copyright Law in Japan 駒田 泰土 秋期 火 ６時限

◆ 選択科目（現代アジア・リージョン法LL.M.コース） ◆
科目名 担当教員 学期 曜日 時限

Legal Regulation of Global and Macro-Regional Markets 中村 民雄 秋期 火 ２時限
Comparative Law of Regional Integration: EU, ASEAN and APEC 中村 民雄 春期 火 ２時限
Legal Research and Writing 中村 民雄／ラーデマッハ クリストフ 春期 月 ２時限
Principles of International Law 萬歳 寛之 集春 無 その他
International Human Rights Law 古谷 修一 秋期 月 １時限
International Law of the Sea 河野 真理子 春期 木 ４時限
International Disputes Concerning the Law of the Sea and Asia 河野 真理子 秋期 木 ４時限
Law and Practice of International Business Transaction in East Asia I ラーデマッハ クリストフ 春期 火 ５時限
Law and Practice of International Business Transaction in East Asia II ラーデマッハ クリストフ 秋期 火 ３時限
Commercial Arbitration in East Asia 小田 博 春期 木 ５時限
Asia-Pacific Investment Law 小田 博 秋期 木 ５時限
International Trade Law 清水 章雄 秋期 水 ２時限
Transnational Crime in Asia 松澤 伸 秋期 火 ４時限
Substantive Criminal Law in Japan: an Asia-Pacific Perspective 松澤 伸 春期 火 ４時限
Japanese Real Estate Law in a Globalized Market 青木 則幸 春期 木 ６時限
Global Economy and the Law relating to Secured Transactions in Japan 青木 則幸 秋期 木 ３時限
Environmental Law in Japan 黒川 哲志 春期 月 ６時限
Legal Issues on Corporate Governance in Japan 渡辺 宏之 春期 水 ４時限
Regulation of Financial Markets in Japan 渡辺 宏之 秋期 金 ３時限
Law of Contract and Torts in Japan 三枝 健治 秋期 水 １時限
Chinese Commercial Law 王 之洲 集秋 無 その他
Major Issues of EU Law ストルメ マティアス マリア イグナティウス エドワード 集春 無 その他
Japanese Language (Japanese Legal Terms and Expressions) I 下田 啓／ラーデマッハ クリストフ 春期 月 ４時限
Japanese Language (Japanese Legal Terms and Expressions) II 下田 啓／ラーデマッハ クリストフ 秋期 月 ４時限

以上

先端法学専攻（知的財産法LL.M.コース）


