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１．我が国における契約概念定着の歴史

3



１．我が国における契約概念定着の歴史

•18世紀～19世紀の市民革命
「個人は、生まれながらにして自由かつ平等」

→財産法の分野で 「契約自由の原則」確立

4

•日本民法（債権関係）改正の動き
平成27（2015）年3月31日「民法（債権関係）改正案」国会提出

→ 「契約の締結及び内容の自由（第521条）」 等新設・改正

•日本民法の制定・施行
「ドイツ民法典（1896年編纂・1900年施行）」

→ドイツ民法典に倣い、1896年（明治29年）日本民法制定

公布：1898年（明治31年）施行

慶応二年（1866年）に、薩摩藩
主が部下にその全権を委任した
委任状を発行し、外国機関に対
し、提示させた例がある。

平成29（2017）年4月14日衆議院本会議、同年5月26日参議院本会議
で可決成立、2020年4月1日施行（120年ぶりの大改正）

（テキストブック76～77ページ参照）



１．我が国における契約概念定着の歴史
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•日本民法（債権関係）改正の狙い

「社会・経済の変化への対
応」の観点の改正

「国民一般に分かりやすい
民法」の観点の改正

「消滅時効」 「法定利率」 「保証」
「約款」

「意思能力」 「将来債権の譲渡」
「賃貸借契約」

〔契約自由の原則〕

「合理性をもった人間の活動に、国家は介入すべきではない」との原則

→ 「契約締結の自由」 「契約の相手方の選択の自由」

「契約内容決定の自由」 「契約方式の自由」

（テキストブック5～6ページ参照）



２．契約の意義
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２．契約の意義

① 契約の成立と効力発生要件

② 契約の種類と類型

③ 契約書の役割と様式

④ 契約書の形式性

⑤ 契約成立・有効期間中の異常な状況

7



① 契約の成立と効力発生要件

•契約の成立

契約とは、２名以上の当事者が、その意思表示を合致させることによって成

立する法律行為（権利と義務）

意思表示合致 100万円
で購入

100万円
で売却

申込

承諾

8

■ 法人としての一貫した明確な意思表示が必要

【民法第34条（法人の能力）】
「法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の
範囲内において、権利を有し、義務を負う。」

契約成立

－物の売買の例－

改正法第522条参照



① 契約の成立と効力発生要件

・効力発生要件

9

法律行為の効力

意思表示の効力

公序良俗違反 錯誤 詐欺・脅迫

【改正法】
意思能力（判断能力）を有しないでした法律行為は無効であることを明記

（第3条の2） → 判断能力の低下した高齢者等が不当に不利益を被ることに配慮

意思能力の欠
如

無効 取消
し

未成年者



② 契約の種類と類型

目的区分 典型契約の種類

a)財産の移転 贈与／売買／交換

b)物の利用 消費貸借／使用貸借／賃貸借

c)労務の提供 雇傭／請負／委任／寄託

d)その他の特殊な目的 贈与／終身定期金／和解

目的区分 契約類型

a)権利・義務の相違 双務契約／片務契約

b)対価の有無 有償契約／無償契約

c)成立の要件 諾成契約／要物契約

d)正式か否か 予約契約／本 契 約

【契約類型の例】

【典型契約の種類】

民法第549条～

696条、13種類

非典型契約に
類推適用

10

【改正法】
消費貸借/使用
貸借/寄託：
要物契約→
諾成契約に変更



③ 契約書の役割と様式

•契約書の役割
–当事者を明確にする。

–取決め内容を明確にする。

–後日、紛争が生じた場合の証拠となる。

•契約書の様式
–当事者の自由である。通常は様式がある。

※当事者の権利・義務のほか、履行の条件・契約違反の場合の措置等を規定する。

–表題によって効力に差はない。

契約書 ・ 協定書 ・ 念書

誓約書 ・ 確約書 ・ 覚書

11



④ 契約書の形式性

•契約書調印の印鑑
署名捺印・記名押印→内容理解承認

•署 名・・・本人が名称を手書きで書くこと

•記 名・・・パソコン、ゴム印、他人の代書などにより、本人の名称

を記載すること

•捺印／押印・・・印鑑を押すこと

•調印者／署名者
•法 人・・・印を押す権限を有している代表者

•個 人・・・本人

12

制限能力者に
要注意！

法人でない
団体要注意！

未成年者・成年被後見人
・被保佐人・被補助人

民法第5条1項：未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。・・・
民法第9条：成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。・・・

電子化の動き

法務省ホームページ
「電子証明書取得の
ご案内」
→会社・法人の代表
者等に関する電子証
明書



④ 契約書の形式性

契約書 ・ 協定書 ・ 念書

誓約書 ・ 確約書 ・ 覚書

•契印／割印／訂正印
•契 印・・・２枚以上の文書の一体化

•割 印・・・複数契約書の同一性／関連性の証明

•訂正印・・・訂正箇所（または欄外）への押印

•収入印紙
特許権等の成立済みの権利の譲渡は課税対象となる。

（１万円未満は非課税、譲渡対価の記載のないものは、２００円の収入印紙必要）

なお、国立大学法人・地方独立行政法人（公立大学法人）・独立行政法人
は非課税とされている。
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印紙税法別表第二
非課税法人の表
（第5条関係）



•契約締結日
〇双方当事者の署名終了日

〔例〕Aが先に署名し、これをBに渡してその署名を取り付けた場合は

「後に署名した日」 が契約締結日

〇契約発効日として別に定めるられる日

〇国の許認可日

•契約の無効と取り消し
公序良俗違反、意思能力の欠如 ・・・無効

錯誤、詐欺・脅迫、未成年者 ・・・取消し

⑤ 契約成立・有効期間中の異常な状況

錯誤は、改正法で、無効から取消しに改定された。

大学の場合、学生対応に課題あり！
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⑤ 契約成立・有効期間中の異常な状況

•契約の解除と解約
解除・・・初めから契約なし

解約・・・将来に向かって契約の効力を消滅

•契約違反

a)履行の強制

b)損害賠償請求

c)契約の解除・解約の請求

民法第４１５条債務不履行による損害賠償請求

民法第５４１条履行遅滞等による解除権

b)とc)は両方可

15



３．知財契約の典型例と目的
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３．知財契約の典型例と目的

① 知財契約の典型例

② 知財契約の目的

17



① 知財契約の典型例 【地方の総合大学で実際に締結例があったもの】

A)事前の情報管理
・秘密保持契約 ・研究マテリアル等移転契約

B)共同活動の取決め
・共同研究契約 ・共同研究開発契約 ・受託研究契約

C)権利確保と確認
・特許共同出願契約 ・共同研究成果の取扱いに関する覚書

18

D)権利の許諾
・特許実施許諾契約 ・共有特許実施契約 ・ノウハウ実施許諾契約

・商標使用許諾契約 ・ソフトウェア使用許諾契約

E) 事業提携
・事業提携に関する覚書 ・相互協力基本協定

F)学術的知見提供

・学術指導契約 ・学術的交流協定

G)著作物・著作権
・著作物利用許諾契約 ・著作権譲渡契約 ・出版権設定契約

大
学

他
機
関

大学

企業

研究
機関



② 知財契約の目的

A)事前の情報管理

◆秘密保持契約

・一方の当事者から相手方に対し（片務契約）又は両当事者（双務契約）

・その保有する秘密情報を相手方に開示し、特定の目的に使用することを容認

・当該情報が第三者に知られて財産的価値を失うことを回避

◆研究マテリアル等移転契約

・研究マテリアル （研究試料・有体物ともいう。細胞株、菌、ウィルス等（注））

・研究マテリアルの特性に留意して、秘密保持、適正な使用、的確な管理等

19

（注）ここではバイオ研究マテリアルを想定しているが、新材料等を含めて、広義に
用いられる場合もある。



② 知財契約の目的

B)共同活動の取決め

◆共同研究契約

・複数の当事者が、共同で特定の研究目的を持ち、一定期間、共同で （分担す

る場合もある。）研究業務を遂行

・得られた研究成果についての取扱いの基本的考え方を確認

◆共同研究開発契約

・基本的には共同研究に同じ

・開発要素を有し、より実機化／事業化に近い成果創出を指向

◆受託研究契約

・研究資金を有する一方の当事者が、研究能力を有する他の当事者に対し、

研究内容を示して研究業務を委託し、一定の成果を得ることを指向

・得られた研究成果についての取扱いの基本的考え方を確認

・研究業務は他の当事者のみが行う点において共同研究と相違

20

〔参考〕公的資金が投入された研究
開発コンソーシアム（複数の公的研
究開発機関・大学・企業が参画）に
おいて、「知財合意書」を取り決め
る例がある。



② 知財契約の目的

C)権利確保と確認

◆特許共同出願契約

・共同研究契約に基づく共同研究の成果として発明がなされた場合

・共同研究という形ではないが、研究者／技術者同士でのスポット的ディスカッション

から共同の発明がなされた場合

・発明者には入っていないが当該技術に対する貢献度から共同の権利者になる場合

等に、当該発明に基づく知的財産権に係る権利・義務を規定

◆共同研究成果の取扱いに関する覚書

・正式な共同研究契約書がない状況での事実上の共同研究

・何らかの成果（技術情報やそれに基づく知的財産）の創出と企業等による事業での

活用

・さかのぼっての当該共同研究成果に基づく知的財産に係る権利・義務を規定

21



② 知財契約の目的

D)権利の許諾

◆特許実施許諾契約

・特許を受ける権利及び特許権を有しているものが、第三者に対し、当該権利につい

て実施権を許諾

◆共有特許実施契約

・大学等と企業等が共同で特許出願した場合において、企業等が当該特許出願及び

それに基づく共有特許権（共有特許）を自らの事業に使用するときに締結

◆ノウハウ実施許諾契約

・ノウハウを有しているものが、第三者に対し、当該ノウハウの使用権を許諾

22



② 知財契約の目的

D)権利の許諾

◆商標使用許諾契約

・商標権を有しているものが、第三者に対し、当該商標権の使用権を許諾

◆ソフトウェア使用許諾契約

・ソフトウェア（コンピュータプログラム及びそれを用いたシステム）に関する著作権を有

しているものが、第三者に対し、当該権利に基づき、当該ソフトウェアの使用権を許

諾

23



② 知財契約の目的

E)事業提携

◆事業提携に関する覚書

・個別の共同研究や受託研究、その他の事項等での協議を通じ、大学のパートナーと

なり得る企業等を見出し、当該企業等との間で、長期にわたり事業の展開を想定し

ながら、産学官連携活動を推進

・事業提携に関する覚書は、産学官連携活動の初期段階で（あるいはその推進の過

程で）、大学とパートナーとなる企業等が、お互いの目指す目的を確認し、お互いの

役割分担を定め、相互に協力して事業を推進すること等について合意

◆相互協力基本協定

・外部の団体とパートナー として組むことにより、相互

に補完関係を構築

・法人レベルで基本的な ポイントについて合意

24



② 知財契約の目的

F)学術的知見提供

◆学術指導契約

・大学等の研究者が、企業の事業活動を支援するため、研究上の専門知識に基づい

て、企業の研究者を指導

・地方の総合大学におけるリエゾン部門（社会連携を目的として地域の中小企業との

窓口となっているセクション） が、産学連携のニーズ・シーズを発掘する過程で、中

小企業等との連携に係る契約関係を明確にする上で、学術指導契約を活用する動

きも

◆学術交流協定

・大学等が、特定の科学技術分野に関し、

その知見の高度化を図るため、他の研究機関と組織的に

学術的／技術的意見交換を実施

・そのために研究者間の意見交換、研究者の相互派遣等について協定を締結

25



② 知財契約の目的

G)著作物・著作権

◆著作物利用許諾契約

・大学、研究機関、独立行政法人等において、職員の創作に係る著作物（法人著作

に該当する著作物を除く。）、外部講師等の創作に係る著作物、外部著作物等を適

正に管理・活用するため、権利者の著作物を利用する観点で契約を締結

・法人著作物を第三者に対し利用許諾する目的で契約を締結

◆著作権譲渡契約

・同上の目的を達するため権利を譲り受ける/譲り渡す観点で契約を締結

◆出版権設定契約

・著作物を複製する権利を有している（著作権法第２１条）著作権者が、これに基づき

更に、当該著作物を出版しようとする第三者に対し、出版権を設定（著作権法第７

９条）

26

〔参考〕
＜法人著作【職務著作】の要件＞
・法人の発意
・業務に従事/職務上作成
・法人の著作名義で公表
・別段の定めがない



４．知財契約の管理
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４．知財契約の管理

① ドラフティング、契約交渉、契約締結の実行管理

28



① ドラフティング、契約交渉、契約締結の実行管理

【ドラフティング】
・契約ひな型の整備 ・・・ 自分の土俵、柔軟な姿勢

・関係者による検討 ・・・ 知財部門/産学連携部門/URA

部門中心

【契約交渉】
・窓口の統一 ・・・ 法人の意思

・合理的な理由に基づく対策 ・・・ 現実的利益も

【学内契約手続】
・契約内容の関係者への周知徹底・・・ 義務等

・定期的な契約履行状況の確認 ・・・ 誠実に履行

・ファイルの管理 ・・・ 内容別

・契約終了時の整理 ・・・ 権利消滅の確認も

STEP1

STEP2

STEP3

29



５．知的財産と独占禁止法/不正競争防止法
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５．知的財産と独占禁止法/不正競争防止法

① 独占禁止法による規制

② 知的財産権と独占禁止法の関わり

③ 知的財産権と不正競争防止法の関わり

31



① 独占禁止法による規制

私 的 独 占 支配型 排除型 カルテル不当な取引制限 入札談合

不公正な取引方法
法定５類型 ・共同の供給拒絶 ・差別対価による供給

・不当廉売 ・再販売価格の拘束 ・優越的な地位の濫用

◎差別対価

◎拘束条件付取引

◎競争者に対する
取引妨害

◎不当廉売

◎排他条件付
取引

◎競争会社に
対する内部干渉

◎取引条件等の
差別的取扱い

◎不当高価購入

◎抱き合わせ販売等

◎取引の相手方の
役員選任への
不当干渉

◎共同の取引拒絶

◎その他の
取引拒絶

◎ぎまん的
顧客誘引

◎不当な利益
による顧客誘引

排除命令 課徴金 刑事罰 差止め 損害賠償

一般指定１５類型

◎事業者団体における差別的取扱い
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*違法な原価割れ供給

*その他

IT大手への規制の動き
→GAFA（米グーグル、アップル、フェイ

スブック、アマゾン・ドット・コム）



② 知的財産権と独占禁止法の関わり

【独占禁止法 第２１条】
「この法律の規定は、著作権法、特許法、実用新案法、意匠法又は
商標法による権利の行使と認められる行為にはこれを適用しない。」

【ガイドライン】

「共同研究開発に関する独占禁止法の指針」

「知的財産の利用に関する独占禁止法の指針」

「標準化に伴うパテントプールの形成等に関する独占禁止法上の考え方」

不公正でない原則として不公正 不公正な場合

◎販売価格の制限
◎研究開発活動の制限
◎改良技術譲渡義務

◎技術を利用させない
◎最高製造量の制限
◎非係争義務

◎区分許諾
◎製品輸出の制限
◎不争義務（例外あり）

契約特許効力の不争義務
ライセンシー保有特許の

権利行使を制限

公正取引委員会警告の例（平成23年1月）

「暗渠側溝に係る知的財産権の
実施権の許諾等を制限していた事件」
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特許庁から次の手引きが
発行されている。
「標準必須特許のライセ
ンス交渉に関する手引き
」（平成30年6月5日）

事業者団体に
よる不当な取
引制限の例
独占禁止法第8
条第1号違反

スタートアップと大企業
の取引や契約上の問題！

公正取引委員会がスター
アップ企業の取引慣行に
関する調査を実施中
（令和2年6月30日現在）

「研究開発型スタートア
ップと事業会社のオープ
ンイノベーション促進の
た め の モ デ ル 契 約 書
ver1.0」経済産業省2020
年6月30日

中小企業庁令和2年9月24
日有識者会議、秘密保持
契約をルール化、中小企
業の知財を保護、大企業
の「優越的地位の濫用」
に留意



③ 知的財産権と不正競争防止法の関わり

形態模倣行為混同惹起行為 著名表示冒用行為

他人の氏名、商号、
商標等と同一／類似
のものを使用する行為

著名な他人の商品／
営業表示を自己の
商品／営業表示として
使用する行為

他人の商品の形態を
模倣した商品を譲渡等
する行為

大学等のライセンシー

黙認すると大学等も責任を
問われかねない！

大学名、発明者等の氏名、肩書き等の勝手な使用 他人の形態の模倣

最初の販売から３年間

34



６．外国の公的機関・大学・民間企業等との知財契約
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６．外国の公的機関・大学・民間企業等との知財契約

① 大学で用いられる契約の類型

② 実行管理
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① 大学で用いられる契約の類型

◆Non-Disclosure Agreement (Secrecy Agreement)

◆Material Transfer Agreement 

◆Collaboration Agreement 

◆Patent License Agreement 

◆Academic Exchange Agreement 
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② 実行管理

【契約前の相手方への確認】

・契約ひな型の有無 ・サイン者 ・契約条件の修正協議の可否

・経費支払の条件（ポンド/円、分割、時期他）

【契約交渉】

・相手方契約書様式の取り寄せ ・大学側の対応検討（知財）

・契約条件修正協議提案（知財） ・学内協議

【学内契約手続】

・学内稟議決裁 ・調印 ・請求書発行／送付／入金 ・日本語訳（正本は英文）

STEP1

STEP2

STEP3

国際契約としての側面 内部意思決定の側面

英文の契約書 詳細な規定 研究者・事務部門・知財部門の連携

【参考例】 英国A大学との共同研究についての手順のまとめ
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外国人研究者の雇
用及び外国企業と
の連携推進に伴うリ
スクマネジメントの必
要性（「安全保障貿
易管理」「営業秘密

管理」他）
令和元年6月21日
内閣府「大学・国立
研究開発方針の外
国企業との連携ガイ
ドライン－適正なア
プローチに基づく連
携の促進－（中間と

りまとめ）



７．秘密保持契約書の留意点
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７．秘密保持契約書の留意点-１

・対象情報を特定
・例外３原則 （公知／自己所有／正当入手）

・使用目的を限定

・本契約の下で創出される発明・考案・意匠・著作物・
ノウハウ等の扱い→例文は協議を義務付け

・共同研究契約へ発展する場合の扱い

・契約有効期間終了時の秘密情報散逸防止のため、
秘密書類の返還→廃棄を加える場合も

秘 密 保 持

流 用 禁 止

知的財産の取得

共同研究契約

秘密書類の返還

第１条

第２条

第３条

第４条

第５条

【参考例１】 「秘密保持契約書逐条解説」参照
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目的に留意！
スライド19参照

対象者に留意
！

→財産的価値を
鬱しなうことを回
避

→義務を負う主
体/法人/個人
/cause 
someone to do



７．秘密保持契約書の留意点-２

損 害 賠 償

有 効 期 間

協 議

裁 判 管 轄

・契約違反を抑止するための損害賠償請求権
・合理的な範囲で限度額を設定

・対象技術の陳腐化の程度を考慮した年数
・永久秘密保持義務を回避

・事情変更時の円滑な合意形成の枠組み

・訴訟になることも想定
・地方より東京の方が情報豊富

第６条

第７条

第８条

第９条

【参考例１】 「秘密保持契約書逐条解説」参照
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調印者に留意
！

→法人代表者/
部門責任者/研
究者



８．共同研究契約書の留意点
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８．共同研究契約書の留意点-１

・契約書の中で使用頻度の多い語句
・語義に幅のある語句

・定期的（四半期・半年単位等）研究成果・知的財産の確認

【参考例２】 「共同研究契約書逐条解説」参照

・共同研究の対象範囲（scope） と方法（manner）
・基本的項目は本文に記載

・研究テーマ／研究規模／研究資金／研究体制／年度
等考慮

・契約の有効期間内（準備・研究成果のまとめ期間考慮）

・役割の明確化→成果への個人的寄与度のベース
・学生の扱いに要注意

定 義

共同研究の題目等

研 究 期 間

共同研究に従事する者

実績報告書の作成

第１条

第２条

第３条

第４条

第５条
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計画立案方法
に留意！

参画研究者に
留意！

成果確認会議
に留意！

＊次の点に留意が必要である。
・個別の当事者間における共同研究か
・公的資金の委託契約に基づく共同研究か

→具体的/社会
実装のイメージ/
達成時期

→共同研究に他
大学研究者が加
わる例

→知財スタッフ
/URA/CD等も参
加



８．共同研究契約書の留意点-２

・製造技術、設計図、実験データ、研究レポート等
・物理的に把握できる状況下で秘密資料として特定

【参考例２】 「共同研究契約書逐条解説」参照

・当事者間の負担区分を明記（直接経費＋間接経費）
・多くの場合、大学研究者の人件費は積算なし

・大学における経理に対し、共同研究先の帳簿閲覧権
→公平性担保

ノウハウの指定

研究経費の負担

研究経費の納付

経 理

研究経費により取得
した設備等の帰属

第６条

第７条

第８条

第９条

第１０条

・企業等から大学への納付期限を明記
・例文では、延滞金規定

・大学帰属を明記
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管理方法に留
意！

積算方法に留
意！

（注）民法（債権法）改正により、法定利率
が5％/年から3％に改定されている。

→52シート参照

→紙資料/電子
データ/研究室見
学コース



８．共同研究契約書の留意点-３

・施設・設備を無償で受け入れた大学の善管注意義務
→公平性担保

【参考例２】 「共同研究契約書逐条解説」参照

・天災その他研究遂行上やむを得ない状況

・発明等をなした場合の相手方への通知
・単独発明／共同発明の区分と手続き（特許共同出願契約）

施設・設備の提供等

研究の中止又は
期間の延長

研究の完了又は中止に
伴う研究費等の取扱い

知的財産権の出願

第１１条

第１２条

第１３条

第１４条

第１５条

・不用となった研究費用の精算
・研究経費が不足した取扱い

・外国出願権について協議
・JST外国出願支援制度の活用

外国出願等
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発明届出書に
留意！

JSTの運用ル
ールに留意！

→学内共同研究
者/学外共同研
究者/寄与割合



８．共同研究契約書の留意点-４

・大学単独の権利及び企業等との共有の権利について、
企業等が独占的実施を希望する場合、許容

【参考例２】 「共同研究契約書逐条解説」参照

・共有の知的財産権の実施に伴ういわゆる不実施補償料
→例文は有償、なお、産総研は非独占の場合無償

独占的実施

第三者に対する実施の
許諾

持分の譲渡等

実施料

特許料等

第１６条

第１７条

第１８条

第１９条

第２０条

・第１６条の下で企業等が２年次以降正当な理由なく、
実施しない場合、第三者に実施許諾、可

（「塩漬け」回避）

・単独の知的財産・共有の知的財産権の持分の譲渡は
相手方の同意必要

・共有の知的財産権に関する出願等費用、特許料等
→例文は持分に応じて負担
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相手方との信
頼関係に留意

！

柔軟な対応に
留意！



８．共同研究契約書の留意点-５

・共同研究に必要な情報、資料等の相互無償提供・開示
・第三者制約のある情報の除外、技術封印の方法

・債務不履行の場合、将来に向かって契約関係を解消

【参考例２】 「共同研究契約書逐条解説」参照

・研究の途中で研究担当者以外の者の参加・協力
（本契約当事者と同等の権利・義務）

情報交換・進行業況報告

秘密の保持

研究成果の取扱い

研究協力者の参加
及び協力

契約の解除

第２１条

第２２条

第２３条

第２４条

第２５条

・【参考例１】 「秘密保持契約書」 参照

・研究成果の外部公表手順を明記
→外部公表前に特許出願必要（自殺発明回避）
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第三者制約に
留意！

タイムスタンプサービス



８．共同研究契約書の留意点-６

損 害 賠 償

有 効 期 間

協 議

裁 判 管 轄

・債務不履行の場合、損害賠償請求
→例文では過失の場合を除外

・第３条（研究期間）等を考慮
・研究機関＋α

・事情変更時の円滑な合意形成の枠組み

・訴訟になることも想定
・地方より東京の方が情報豊富

第２６条

第２７条

第２８条

第２９条

【参考例２】 「共同研究契約書逐条解説」参照
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安全保障貿易
管理に留意！

生命倫理等に
留意！

研究のステー
ジに留意！
基礎研究・研究開発

・社会実装

データの管理
に留意！

経済産業省「限定提供
データに関する指針」平

成31年1月31日

（テキストブック48～50ページ参照）



９．実務上問題となる点
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９．実務上問題となる点

① 情報の的確な管理

② 研究経費の的確な積算

③ 研究成果に係る権利の取決め

④ 研究成果の特許出願への反映

⑤ 技術の混交

⑥ 学生の発明・秘密情報への関与

⑦ 知的財産の実施の形態

⑧ 大学の基本姿勢

⑨ さくらツール

⑩ 海外の機関との共同研究
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① 情報の的確な管理

【研究に際しての情報開示】
・第三者制約のある情報は確認の上除外する。

・技術封印やタイムスタンプの方法を検討する。

・再委託はしない。

【研究成果の確認】
・定期的（四半期・半年単位等）に研究成果を確認する。

・技術的・学術的知見に加え、知的財産/データ活用の視点でまとめる。

【秘密の保持】
・秘密の対象を特定する。

・関係者に周知する。関係者の退職後にも義務化を図る。

・特許出願前の外部発表は避ける（自殺発明回避）。
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② 研究経費の的確な積算

【大学側の直接経費】
・学内研究者（教授、准教授等）の人件費相当額も包含したい。

【大学側の間接経費】
・直接経費の１０～３０％が目安となっている。

・産学官連携・知的財産管理の財源として確保したい。

・大学間競争テーマの場合、ディスカウントを余儀なくされる。

【企業側の支払】
・柔軟性を持たせたい。

美術・デザイン系大学において研究者（学生のケ
ースもある。）によるデザイン料を研究経費に積算
すべきかどうかに関し、議論されている例がある。
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「産学官連携による共同研究強化のためのガイドラ
イン」（H28.11.30）でその方向性が示されている。

「組織」対「組織」の大型研究

「知的財産推進計画2019」における方針
「企業の事業戦略に深く関わる大型共同研究の集中
的なマネジメント体制の構築（オープンイノベーシ
ョン機構）、非競争領域における複数企業との共同
研究等（OPERA）の推進により、オープンイノベー
ションの最大化に向けた大学における体制整備等を
推進する。（工程表50番）」

MEXT・JST資金が、大手の大学（
12大学）と大型産学連携PJ（19PJ
）に投じられている。
（R1.1.31現在）

OPERA: Program on Open Innovation 
Platform with Enterprises, Rerearch
Institute and Academia
産学共創プラットフォーム共同研究推
進プログラム

「知的財産推進計画2020」
でも継続（工程表17番）

産学連携による共同研究強化のためのガイ
ドライン【追補版】（令和2年6月30日文部
科学省 経済産業省）においてタイムチャ
ージ積算の考え方が示されている。



③ 研究成果に係る権利の取決め

共 有 の 権 利単 独 の 権 利

当事者のそれぞれが
単独で

発明等を成した場合

当事者のそれぞれが
共同で

発明等をした場合

当事者のそれぞれが
単独で

発明等をした場合

相手方が、
権利確保・維持・活用等で

貢献がある場合

＋
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【ラボノートの目的】
①研究が公正に行われてい
ることを示す証拠になる。
②研究の成果が生まれた場
合、その新規性を立証する証
拠となる。
③研究室やグループ内でデー
タやアイディアを可視化し、共
有し有効に活用する方策、い
わゆる「ナレッジマネジメント」
の道具となる。
科学の健全な発展のために
ー誠実な科学者の心得ー
日本学術振興会

④ 研究成果の特許出願への反映

機関帰属手続手順確認

弁理士の選択

一次特許
出願

二次特許
出願

一次研究
スタート

データ評価
計画修正

二次研究
推進

研究成果
まとめ

分担研究者との協議

ラボノート
（研究ノート）

一次論文
発表

二次論文
発表

予稿集公開日確認

企業との
コンタクト

秘密保持契約
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予稿集公開日確認



⑤ 技術の混交

大 学

X会社A政府機関

同テーマ
●△■受託研究契約 共同研究契約

公的研究資金 民間研究資金
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⑥ 学生の発明・秘密情報への関与

バ
ラ
ン
ス

教育的環境重視 研究環境重視

教育・研究の
一体化の現実

会社サイドの
強い要請

優秀な人材の創出

・発明創出現場に参加させず
・秘密情報に接触させず

契約条件の確認
・発明者になった場合の条件
・秘密情報の遵守義務等
・入学時、研究テーマ関与時、出願時等

理工系と美術・デザイン系では
扱いを異にすることに注意！

学生、大学院生は、サービスの提供を受ける立場

将来の職業選択の自由有り
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⑦ 知的財産の実施の形態

大 学

◎原則、自己実施なし
（除くリサーチツール特許）

◎第三者実施許諾

企 業

単 独 単 独共 有

◎自己実施
◎第三者実施許諾

独占的実施権（ e x c l u s i v e r i g h t ）

非独占的実施権（non-exclusive right ）

【実施料】
・当事者間での実施料支払い

・第三者からの実施料→当事者間での分配

不実施補償料の問題

バイオ系企業は、独占実施
権を期待する傾向あり。
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＊特許権を念頭におき、「独占的通常実施権」「非独占的通常実施権」の用語で記述する場合もある。



⑧ 大学の基本姿勢

【特許法 第７３条 第２項】
「特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定めをした場合を
除き、他の共有者の同意を得ないでその発明の実施をすることができる。」

パートナーシップによる
相互補完適正な

ロイヤリティ配分の主張

大学として最高の
知見の提供
事業責任は

企業サイドの立場

「学内研究者対企業」から「大学対企業」へ

企業サイドから不実施補償料について
反論と条件提示あり

共有持分の譲渡又は
独占的実施の場合のみ
対価支払いの例

訴訟に巻き込まれている例あり

産業技術総合研究所：平成26年11月から、共有知財について、共有者が非独占的に実施す
る場合に共有者に求めていた補償を廃止（いわゆる「不実施補償の廃止」）

POINT
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文部科学省：大学と企業間での柔軟で円滑な契約交渉用に「さくらツール」公開
〇 さくらツール モデル契約書 11類型（平成29年3月30日）
〇 さくらツール コンソーシアム型 モデル契約書 5類型（平成30年4月）

第1項 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有
者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を
目的として質権を設定することができない。

第3項 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有
者の同意を得なければ、その特許権について専用実施権を
設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができない。
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⑨ さくらツール

さくらツール モデル契約書11類型

類型0       ｱ･ｲ 類型1 ｱ･ｲ 類型2 ｱ･ｲ 類型3 ｱ･ｲ

大学帰属 大学帰属 大学帰属 大学帰属

企:非独占使用のみ 企:独占使用選択権 企:譲受選択権 企:類型 1＋2

類型4       ｱ･ｳ 類型5      ｱ･ｳ 類型6      ｱ･ｳ

企業帰属 企業帰属 企業帰属

学：他社許諾可
学：公表可
学：移転選択権

学：商業使用不可
学：公表可

学：商業使用不可
学：公表不可

類型7       ｱ･ｴ 類型8 ｱ･ｴ 類型9 ｱ･ｴ･ｵ 類型10 ｱ･ｲ･ｵ

発明者基準で帰属 発明者基準で帰属 原則個別帰属 常に個別帰属

・共有成果：両当事者
実施可・実施許諾不可
・大学帰属・共有成
果：企業側独占実施・
譲受の選択権

・共有成果：両当事者
実施可・実施許諾可
・大学帰属・共有成
果：企業側独占実施・
譲受の選択権

・各当事者の技術分野個別
帰属その他共有
・単独帰属：各当事者実
施・実施許諾可
・共有成果：両当事者実施
可・実施許諾可
・大学帰属・共有成果：企
業側独占実施・譲受の選択
権

・成果技術分野によ
り常に個別帰属
・単独帰属各当事者
実施・実施許諾可
・大学帰属・共有成
果：企業側独占実
施・譲受選択権

〔出典〕
「大学等における知的
財産マネジメント事例に
学ぶ共同研究等成果の
取扱の在り方に関する
調査研究～さくらツール
の提供～文部科学省平
成29年3月30日
「オープン＆クローズ戦
略時代の共同研究成果
取扱いの在り方に関す
るっ調査～さくらツール
の提供～文部科学省平
成30年4月

類型0～類型3 → 大学：実施・実施許諾とも可

類型4～類型6 → 企業：実施・実施許諾とも可

類型7～8 → 発明者の所属により個別帰属又は共有
自己に単独帰属各当事者実施・実施許諾可

さくらツール コ
ンソーシアム型
モデル契約書５類
型

①非営利機関中心的活用モデル
②第三者機関管理・活用モデル
③単一企業中心的活用モデル
④複数当事者中心的活用モデル
⑤各参加者共有モデル

類型選択に当たっ
ての考慮要素あり
ｱ 研究への寄与度
ｲ 大学帰属尾扱い
ｳ 大学成果公表
ｴ 成果帰属方法
ｵ 共有の余地



⑩ 海外の機関との共同研究

日本サイドでGRANT申請CASE1

申込書 相手方許可書・契約書雛形 契約条件交渉

調 印 研究費送金受け 研究開始

相互で費用負担CASE2

いずれかの契約書雛形 調 印契約条件交渉 研究開始

●研究内容（scope/work)

●研究費渡し（payment)

●損害（damages）

●契約の完全性（entire agreement）

●準拠法（governing law）

●研究方法（manner/joint)

●研究成果の扱い（results/intellectual property )

●通知（notice）

●不可抗力（force majeure）

●仲裁（arbitration） 等

POINT

研究者が独走することに注意！
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10． 実務上のトラブル事例
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10．実務上のトラブル事例

① 大学研究者の研究成果をもとに企業単独出願とされた例

（実務事例）

②-1 大学研究者が大手製薬企業に対し発明者確認訴訟を提起

した例 （新聞報道事例）

②-2 大学研究者が製薬企業に対し特許ライセンス対価の引き

上げを求めている例 （新聞報道事例）

③ T市が小型風力発電機設置に関してW大を提訴した例
（裁判事例）
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① 大学研究者の研究成果をもとに企業単独出願とされた例
（実務事例）

A大学
研究者a

〈機能性評価〉

B会社
研究者b

〈試料・研究資金提供〉

【共同研究契約】

大手飲料
メーカー

天然有機化合物の機能性評価データ

B会社単独出願
発明者:研究者b

新規化合物合成

定期的確認 共同出願基準 出願協議 知財部門の役割

A大学
「発明者に加えよ！」

「共願にせよ！」

B会社
「独自の発明！」

＜特許・実用新案
審査ハンドブック＞
第Ⅲ部特許要件
第2章新規性・進歩
性3218
「新規性が否定され
るとの一応の合理
的な疑い」←「機能、
特性等の記載」
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① 大学研究者の研究成果をもとに企業単独出願とされた例
（実務事例）

【定期的確認】

【共同出願基準】

【出願協議】

共同研究の進捗状況を定期的に確認する会議を開催し、研究成果、知的財産、権利化等

について書面で確認することが必要ではないか？

【知財部門の役割】

共同研究の成果に基づく特許出願に際しては、発明に対する発明者の寄与割合と両当事

者の貢献度を考慮する必要はないか？

共同研究の成果に基づく特許出願について、当事者間で、発明の創出から出願に至る手

順を明確にしておく必要がないか？

共同研究に際し、知的財産部門は、契約締結、研究実施、成果確認、知財権利化等のい

ずれの局面でもリードすべきではないか？
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②-1 大学研究者が大手製薬企業に対し発明者確認訴訟を提起
した例 （新聞報道事例）

B大手
製薬会社

【和解】2005.12

委託研究契約の内容 真の発明者の要件 相手方企業への対応

B
「①で発明は完成している！」

A大学
X教授

①B【微生物から免疫抑制物質抽出】
1984.03

②動物実験受託研究契約

③X【ラット心臓移植・
犬腎臓移植での
抑制効果確認報告】

1984.09～1985.08

④B【特許出願】→③データ含まず

1985.12 大型医薬品
1200億円/年

③X【発明者確認訴訟】

2005.09

X
「発明者の１人だ！」



【委託研究契約の内容】

【真の発明者の要件】

動物実験の目的の委託研究契約（受託研究契約）であっても知的財産の扱いに関して（権

利持分を含めて）取決めをしておく必要はないか？

【相手方企業への対応】

課題解決のための着想及びその具体化に関与した者、一体的・連続的な協力関係にある

者が発明者とされており、単なる管理者・補助者・後援者等は、これに該当しないとされて

いる。かかる観点での評価がなされているか？

例え発明者でなくても他の貢献により出願に係る権利獲得はあり得るが、大学は、相手方

企業に対し、研究者の貢献について、十分説得する機会を持つ必要はないか？
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②-1 大学研究者が大手製薬企業に対し発明者確認訴訟を
提起した例 （新聞報道事例）
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②-2 大学研究者が製薬企業に対し特許ライセンス対価の引き
上げを求めている例 （新聞報道事例）

B大手
製薬会社

特許ライセンス契約の内
容

相互理解のシステム

Bのコメント
「対価の上乗せという枠組みでは
なく将来の基礎研究の促進や若
手研究者の育成に資するという趣
旨からX大学への寄付を検討して
いる。」

A教授
X大学

① A：1992年 物質「P(免疫
の働きにブレーキをかけるタ
ンパク質)」発表

Aの主張
「不正確な説明で異常に低い配分
率の契約をした。公正な評価をして
もらわないと日本の生命科学はだ
めになる。」「早期の協議再開を！」

② A：Bに製品化を働きかけ

③ A・B：2003年 共同で特
許出願（持分50％）

⑤ A・B：2006年 特許ライ
センス契約締結 ロイヤルテ
ィ 売上高の0.75％前後・
他者からのライセンス収入
の1％以下2ケース

④ B：米国大手製薬会社と
がん免疫治療新薬「0」を共
同開発

⑥ A・B：2011年～ Aから
Bに対しロイヤルティ増額
の申入れ・交渉

⑦ B：2014新薬「O」販売

⑧ B：2016新薬「O」 国内
売上高1,039億円・海外製
薬会社からのロイヤルティ
1,000億円単位

⑩ A：2018 ノーベル医学
生理学賞受賞 Ｘ大基金設
立

⑪ A：2019 記者会見

交渉中
断！

A代理人の試算：約830億円、
用途特許なら5～10％が常識的なレベル

Bの供託額：約26億円(Aは受領拒否）

・2003年当時大学に知財を扱う専門人材やノウハ
ウもなく資金も不十分なことからA本人がBと共同
出願した経緯がある。

・Bは、がん免疫治療の有効性が確立していなかっ
た段階で、新薬「O」 の製品化に数百億円を投資し
ている。（売上高1,000億円規模の中堅ﾒｰｶｰ）

産学連携部門の役割

弁護士をつけ
れば良かった
が、とにかく
研究が忙しか
った。特許に
詳しい人脈が
なく、大学も
たすけてくれ
なかった！

世界での売上高
8,000億円規模
との新聞報道も
2020.6

M社から受け取る額について争いとの新聞報道
A 40%   VS  B 1%

⑨ B：2017M社と和解
⑫ A：2020.6 提訴（226億円）

300億円程度1,000億円規模？

BはAに対しこれまで約36億円を支払うも、Bは大
半の受け取りを拒否との新聞報道2020.6

A A・B B

AはBのM社との争いに協力との主張



研究者の研究成果の社会実装に関しては、研究成果の確認、特許出願、共同研究、特許

ライセンス等のすべてに関し、産学連携部門の参画が必要ではないか？

←なお、本件は国立大学の法人化（2004年）直前の出願であった。

特別事情が生じることが想定される場合には、通常のロイヤルティ等に関する契約条項に

加え、特別事情を踏まえた契約条項の見直しを行うことが可能となる条項を加えておくこと

も検討すべきでなないか？

【産学連携部門の役割】

【特許ライセンス契約の内容】

【相互理解のシステム】

研究者としては、会社サイドが株主や債権者に対して説明責任を有している事情を、会社

としては、研究者が教育・研究及び社会貢献の面で果たすべき使命を負っている事情を相

互に理解することができるシステムを工夫する必要はないか？
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②-2 大学研究者が大手製薬企業に対し特許ライセンス対価
の引き上げを求めている例 （新聞報道事例）

技術革新の成果を適切に分け合う仕組み築くことが、産学連携を根
付かせるためには重要」との有識者の声

＜参考情報＞
2020.9.10朝日新聞デジ
タル「大阪国税局22億円
の申告漏れ指摘」
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③ T市が小型風力発電機設置に関してW大を提訴した例
（裁判事例）

開発者の
1人

関連情報の共有 定期的確認 ベンチャーの管理 産学連携部門の役割

T市 W大
A教授

イ社

W大から技術
移転及び支

援を受けて設
立した会社

【風力発電機導入基本計画策定調査業務委託契約】

T市から調査データ提供

【調査報告書】

調査報告書に基づき、小型風力発電機23基設置
（直径5.5M)→イ社から購入

風力発電機が動かない！

【提 訴】
損害賠償請求

【東京高裁】
W大は債務を履行する責任がある！

T市は売電による経済性は困難な事業であることを知っていた！責任は格段に重い！

【判決】過失相殺
T市過失7割、W大過失3割

原 告 被 告

設置場所の
風況調査データを

正確に伝えて
いない？

調査報
告書で
は、ダリ
ウスロー
ター直
径15M
の曲線
を使用
！

正確な情報を
提供していなか
った？

環境省の
資金活用
/地域お

こし



【関連情報の共有】

【定期的確認】

【ベンチャーの管理】

調査業務委託に際し、その前提となる風況調査、風力発電機設計計画関連の情報を委

託者と受託者で共有していたか？

【産学連携部門の役割】

調査業務の進捗状況を定期的に確認する会議を開催し、その進展を書面で確認すること

が必要ではないか？

大学としてA教授（研究指向）の開発技術を活用する大学発ベンチャー／イ社（営業拡大

指向）から、的確に情報収集ができていたか？

調査業務委託契約の締結に関し、産学連携部門は、契約締結、調査の実施、報告書の

作成、知財権利化等局面で参画できていたか？
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③ T市が小型風力発電機設置に関してW大を提訴した例
（裁判事例）



ご清聴ありがとうございました。


