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１． 我が国における契約概念定着の歴史 

本項１．では、我が国における契約概念定着の歴史を振り返る。 

 

 ・十八世紀から十九世紀にかけての市民革命の結果、それまで個人を拘束していた身分的支配関係がすべて

打破され、個人は、生まれながらにして自由かつ平等であるとする原則が確立されるに至った。この原則

が財産法の分野で具体化されたものの一つに契約自由の原則がある。 

半田正夫 やさしい契約法（第二版）４～５ページ 

 ・十九世紀末尾 1896 年に編纂されたドイツ民法典（1900 年施行）は、十九世紀の総決算として、個人主義

思想の爛熟を示すものいうことができる。1898 年（明治 31 年）施行の日本民法も、これに倣って制定さ

れた。 

我妻榮 新訂民法総則（民法講義Ⅰ）8 ページ 

 ・日本の契約に関する基本的な法規定は、ヨーロッパと類似しているが、基礎を成す日本の「社会規範」は、

そのヨーロッパ諸国と異なるので、契約に関する法規定は、日本特有の法意識を踏まえて解釈され、異な

った形で適用されなければならない（契約に対する当事者の権利と義務は、当事者同士の正式な契約だけよりも、社

会的関係全体から推測すべきだという意味）との日本の著名な学者の議論がある。他方、ヨーロッパでは、民法、

特に契約法を更に調和させ、統一化していくことが、EUでの共同市場を完全に実現するために不可欠な要

素だと考えられている。 

デルナウア・マーク中央大学准教授 教養講座 ヨーロッパの視点から見た日本の契約法 平成 25 年（2013 年） 

 ・民法の債権部分の抜本的改正を目指す「民法（債権関係）改正案」が平成 27 年（2015 年）3月 31 日に国

会に提出され、平成 29 年（2017 年）4 月 14 日衆議院本会議、同年 5 月 26 日参議院において可決され、

成立し、2020 年 4 月 1 日施行された。（3年以内に施行されるとされていた。） 

・本改正は、民法制定以来、約 120 年ぶりとなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注 1）官庁の事実上の規制の例：費用計上方法（委託・外注・分担等）が指定されている例もある。 

（注 2）抑制の動き：労働契約法（自主交渉－労働者保護）：H20.3.1 施行・H24.8.10 改正 

消費者契約法（情報の質・量、交渉力格差－消費者の利益保護）：H12.5.12 施行・H28.6.3 改正 

特定商取引法（旧訪問販売法－購入者等の利益保護）：S51.11.24 施行・H28.6.3 改正 

〔参考 1〕契約自由の原則 

契約自由の原則とは、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趣旨の原則

である。 

契約自由の原則には、次の 4つの自由が含まれる。 

〇 契約締結の自由：契約を締結すること又はしないことを強制されない自由 

〇 契約の相手方の選択の自由：どんな相手を選択してもよいという自由 

〇 契約内容決定の自由：強行法規（親族・相続等に関する民法の規定等）や公序良俗に反しない限り、

その内容をどのようにでも定めることができる自由 

〇 契約方式の自由：特別な方式や形式を必要としない自由（注 1）（注 2） 

幾代通・遠藤浩編 民法入門 10 ページ  半田正夫 やさしい契約法（第二版）４～５ページ 

〔参考 2〕明治以前の契約書の例 
 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。（後記 76～77 ページ【参考資料 2】参照） 
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幾代通・遠藤浩編 民法入門 9～11 ページ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〔参考 3〕民法の基本的考え方 

 
＜私的自治の原則＞ 

  私的生活（財産生活と家族生活）にあっては、自分の生活関係は自分の意思で律するとの原則 
 

＜財産法＞ 
① 所有権絶対の原則：所有権は、何人に対しても主張で

き、他人が所有物の支配に干渉することができないと

する原則 
② 契約自由の原則：上述の通り。 
③ 過失責任の原則：過失がなければ損害賠償責任を負わ

ないとする原則 
  →近年、労働災害、自動車事故、公害、製造物責任などの側面

において、無過失責任制度が導入されてきている。 

＜家族法＞ 
夫婦・親子を軸として、男女平等を旨と

し、個人の自由な意思を基調とする。 
 
 

 

〔参考 4〕民法（債権関係）改正法の要点 
〇 基本的考え方 

 【契約の締結及び内容の自由】 

 第 521 条 何人も、法令に定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することがで

きる。 

 

 

 

 

 ２ 契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。 

 【契約の成立と方式】 

 第 522 条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示（以下「申込み」という。）

に対して相手方が承諾したときに成立する。 

 ２ 契約の成立には、法令の特別な定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備するこ

とを要しない。 

〇 個別の改正条項の例 

 ＜社会・経済の変化への対応＞ 

 【消滅時効】→業種ごとに異なる短期の時効を廃止し、原則として「知った時から５年」に統一 
        （なお、権利を行使できる時から 10 年という時効期間は維持） 

 【法定利率】→現行の年５％から年３％に引き下げ、市中の金利動向に合わせた変動制を導入 

 【保証】  →事業用融資の経営者以外の保証人については、公証人による意思確認手続きを新設 

 【約款】  →定型約款の一方的変更の要件を整備（消費者に一方的に不利な条項は無効） 

＜国民一般の分かり易い民法＞ 

 【意思能力】→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 

 【将来債権の譲渡】→将来債権の譲渡（担保設定）が可能であることを明記 

 【賃貸借契約】→賃貸借終了時の敷金返還や原状回復に関する基本的なルールを明記 

（敷金：家主は、賃貸借が終了した場合、返金しなければならない。 

借主には、経年劣化の修繕費を負担する義務はない。） 

[除外例] 

・水道事業者の正当な理由なしでの給水契約の拒否禁止（水道法第 15 条 1 項） 

・NHK との受信契約締結義務（放送法第 64 条 1 項） 

・30 年より短い借地権の存続期間の定めは無効（借地借家法第 3 条、9 条） 

・保証契約は、書面でしなければ効力を生じない。（民法第 446 条 2 項） 

＊法務省ホームページ「民法の一部を改正する法律（債権法

改正）」参照 関係条項について以下「改正法」として引用 

（注）法務省

民事局説明資

料より引用 
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２．契約の意義 

本項２．では、後記「３．知的財産に関する契約の典型例と留意点」（13ページ～）において、大学、研

究開発機関、独立行政法人等が、その相手方と共同研究等で連携する過程において関わりを持つ知的財産に

関する契約の典型例と留意点に関して記述するのに先立ち、そのもととなる契約の一般的な意義について概

要を記述する。（ここでは、民法上の契約を念頭に置く。） 
 

（１）契約の成立と効力発生要件 

① 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（私法上の効

果としての「権利と義務」を生じさせる行為）のことをいう。 

 ・すなわち、契約は、法的拘束力を伴った約束である。このことから、相手方が約束を守らない場合、裁 

判所を通じて履行の強制を求めることができる。また、契約の解除や損害賠償の請求ができる。 

(後記 12 ページ（５）⑤ 参照) 

 ・契約は、原則として、一方の当事者からの申込みがあり、他方の当事者が承諾すれば成立する。当事者 

双方が同時に申し込む場合もある。改正法第 522 条を参照されたい。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

・申込み又は承諾は、文書だけではなく、口頭でもよく、行為で示すことでも良い。 

・隔地者間の場合、申込み、承諾ともに、その通知が相手方に到達したときにその意思表示の効力を生ずる。 

  

 

 

 

 ・契約の当事者には、個人のほか、法人もなれる。 

 

 

 

 

② 契約の効力発生要件 

 ・契約は、個人の日用品の購入、電車・バスの乗車、携帯電話の利用、入学、就職等、法人の共同研究等 

日常の生活の中で常に行なわれている行為である。 

 ・契約の内容は、債権・債務(給付・不作為を含むそれ以外の行為)で構成される。 

 ・債権の効力が契約の効力の内容をなす。 

 ・法律行為又はその要素となる意思表示の効力が生じない場合（公序良俗違反、意思能力の欠如、詐欺・脅 

  迫、錯誤、未成年者等）、契約も効力が生じない。  （後記 10 ページ（５）② 参照） 

A B 
意思表示合致 申込み→ 

100 万円で

売却 
100 万円で

購入 

【隔地者に対する意思表示】 
民法第 97 条 1 項 隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達したときからその効力を生ずる。（到達主義） 
（注）改正前民法第 526 条 1 項では、隔地者間の契約に関し、例外的に、承諾の通知を発した時に契約が成立すると

する発信主義を採用していたが、改正法ではこの規定が削除され、原則に戻った。 

契約成立 

←承諾 

【法人の能力】 
民法第 34 条 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。 

－物の売買の例－ 

A の B に対する 100 万円で売却する旨の意思表示（これを申込みの意思表示という。）と B の A に対する 100 万円で

購入する旨の意思表示（これを承諾の意思表示という。）が必要である。 
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（２）契約の種類と類型の例 

① 典型契約の種類 

・民法上の典型契約は、民法第 549 条から第 696 条までに 13 種類列挙されている。これらは次の目的別に 

  区分することができる。 

目的区分 典型契約の種類 

a)財産の移転 

b)物の利用 

c)労務の提供 

d)その他の特殊な目的 

「贈与」「売買」「交換」 

「消費貸借」「使用貸借」「賃貸借」 

「雇傭」「請負」「委任」「寄託」 

「組合」「終身定期金」「和解」 

・契約自由の原則に基づいて、この他いかなる契約を結ぶかは当事者に委ねられている。 

・典型契約のうちに含めることのできない契約を無名契約（非典型契約）と呼び、また、典型契約の混合型

を混合契約と呼ぶが、その取扱いは、典型契約に関する規定が類推適用される。 

 

② 契約類型の例 

 ・契約内容の主たる要素により、次のようにも区分できる。 

要素区分 契約類型 

a)権利・義務関係 

b)取得に対する償い方 

C)成立要件 

d)正式契約か否か 

双務契約、片務契約 

有償契約、無償契約 

諾成契約、要物契約 

予約契約、本契約 

 

（３）契約書の役割と様式 

① 契約書の役割 

・口頭の約束でも契約は成立するが、実際には、契約書を作成することが重要である。 

契約書は、次の役割を果たす。 

 
 
 
 

・契約書は、包装紙・レシート・立会人の供述（証言）などともに、当事者間での意思表示の合致を証明す

る証拠の一つにすぎない。しかし、合意の内容を書面化することは、当事者の意思の合致を自明にし、あ

いまいさを排除し、強力な証拠となる。 

 

② 契約書の様式 

 ・契約をどのような形で契約書にするかは、全く当事者の自由であるが、通常は、様式化された契約書を 

用いてなされることが多い。当事者の権利・義務のほか、履行の条件や契約違反があった場合の措置等 

について、取り決めておくのが一般的である。 

・契約書は、協定書、覚書、確約書、誓約書、念書等の表題であっても、これらの表題の違いによってそ 

の効力に差がある訳ではない。表題が違っても法的拘束力のある約束であれば「契約の内容を証する書 

面」であることには変わりがない。 

 

 

【改正法】→諾成契約 
・消費貸借：書面の場合合意

のみで成立 
・使用貸借：合意のみで成立 
・寄託：合意のみで成立 

【改正前】→要物契約 
・消費貸借 
・使用貸借 
・寄託 

〇 当事者を明確にする。 

〇 取り決め内容を明確にする。 

〇 後日の紛争を防止し、紛争が生じた場合の証拠となる。 
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（４）契約書の形式性 

① 契約書調印の印鑑 

・契約書を作成するにあたっては、各当事者が署名捺印又は記名押印するのが一般的である。これにより 

各当事者は、契約書の内容を理解し、その内容を認めたことを表示する。 

 

 

 

・印鑑は、実印と認め印に分けられる。実印は、個人や法人の代表者の印鑑であることを役所や法務局に届 

 け出ている印鑑であり、印鑑証明書の交付を求めることができる。認め印は、実印以外の個人の印章をい 

 い、いわゆる市販されている三文判のことで日常よく使用される。 

・実印と認め印は、法的な効力は変わらないが、実印の押された契約書は間違いなく本人が押したものとの

証明力が強くなる。従って、契約書に押印する印鑑はなるべく、印鑑証明書の交付を求めることができる

実印であることが望ましく、法人であれば各法務局に届け出てある実印（注）で押印する。 

  

 

 

 

 

 

 ・会社の場合、俗に角印（○○株式会社）と丸印（代表取締役印）と言われるものがある。契約書の押印 

の欄に、角印と丸印とセットになって押印されているのも見受けられる。角印は、会社の飾りの印で法 

的効力はない。丸印は、会社を代表する者の印鑑であり法的効力がある。会社が角印を押印するかどう 

かは自由だが、丸印は必ず必要である。 

 ・独立行政法人の理事長の印や大学の代表者である学長又は理事長の印は、四角い形をしており、これが印

鑑登録されている。 

・その意味では、印鑑の形が問題となるのではなく、印鑑登録されたものかどうかが重要となる。 

 

② 調印者・署名者 

・個人が契約の当事者となる場合は、相手方が制限能力者（注）であるかどうか確認する必要がある。 

 

 

 

 

・会社が契約の当事者になる場合は、「○○株式会社」あるいは「○○有限会社」が当事者になり、その内

部の営業部や工場など（機構の一部）は、当事者になることはできない。なお、機構の一部であっても、

会社を代表する権限を有している場合には、その名称で当事者となり得る。 

・現実に契約書に押印するのは、会社としての印を押す権限を有している人すなわち代表者となる。株式会

社では、代表取締役がこれに相当する。また、代表者以外の人、例えば取締役、部長、課長等であっても

特定の代表権限を有している場合は、その人の記名押印でよい。 

・社団・財団（注）の実態を有しながら、法人としての組織のない団体（同窓会、PTA、学術団体等）が相手

方の場合は、調印前にその実態をよく調査する必要がある。 

 

 

（注）制限能力者：未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人 

成年被後見人：精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者（民法第 7条） 

「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 5 条） 

「成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。・・・」（民法第 9 条） 

（注）法人登記の際の代表者印鑑届け出義務の根拠 

商業登記法第 20 条 登記の申請書に押印すべき者は、あらかじめ、その印鑑を登記所に提出しなけ

ればならない。改印したときも、同様とする。 

・この規定は、政府の行政手続きのオンライン化推進施策の一環で、令和元年 12 月 4 日成立の改正法

により、削除された。令和 3年 2 月までに施行される見込みである。（日経新聞令和 2 年 1 月 17 日） 

・商業登記電子証明書を利用する場合は、印鑑の届出を任意とする選択制へ移行する方向にある。 

(法務省民事局資料『「法人設立における印鑑届出の義務の廃止」の実現に向けて』平成 30 年 2 月 23

日） 

（注）「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」と「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」に

基づいて設立される。 

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 

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 
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③ 契印・割印・訂正印 

 ・契印は、２枚以上の文書が１つの文章として連続していることを示し、落丁や差替えを防ぐために押す 

印のことである。各ページにまたがって押印する。袋とじの場合、のり付け部分に契印する。 

 ・割印は、通常２契約当事者の場合、契約書が２通作成され、１通ずつ各当事者が保管するが、この２通 

の契約書の同一性・関連性を証明するために、２つの文書に１個の印を半分ずつ押す印のことである。 

実務上は、割印を省略することも多い。 

 ・訂正印は、文書を訂正したことを証明するために、訂正箇所の欄外に押す印のことである。 

 

 

④ 収入印紙 

 ・契約書が印紙税法別表（「課税物件表」）の要件に該当する場合（非課税に該当する場合を除く。）には、 

収入印紙を貼付する方法で印紙税を納税しなければならない。 

 ・特許等の共同出願契約書・共同研究契約書・受託研究契約書・秘密保持契約書・特許権等実施契約書・ノ

ウハウ実施許諾契約書・特許等を受ける権利の譲渡契約書等は非課税である。 

・特許権等の権利成立済みの権利の譲渡は、課税対象となるが、譲渡金額が 1万円未満は非課税である。譲

渡対価の記載のないものは、２００円の収入印紙の貼付が必要である。 

 ・なお、国立大学法人、地方独立行政法人（公立大学法人）、独立行政法人等は、非課税法人となっている。 

 

（５）契約成立・有効期間中に起こり得る異常な状況 

① 調印日が異なる場合の契約締結日の確認 

 ・通常、双方の当事者の署名が終わった日が契約の締結日になる。従って、一方が先に署名し、これを他方

の当事者に渡してその署名を取り付ける場合は、後に署名した日付が締結日となる。 

 ・当事者間で契約書の調印日と異なる契約発効日が別に定められる場合あるいは、契約の発効に国の許認可

を要する場合等があるので注意を要する。 

 

② 契約の無効と取消し 

＜契約の無効＞ 

 ・無効な契約とは、外形上は契約が成立しているように見えても、法的保護に値しないため、最初からまっ

たく効力を発生しないものであって、お互いに権利も義務もない契約のことをいう。当事者以外の誰から

でも、また、いつでも無効を主張することができる。公序良俗（社会倫理）に反する契約が例として挙げ

られる。（改正前の民法では、契約の重要な点について当事者の錯誤がある場合もその例として挙げられていた。） 

 

 

 

 

 

 ・改正法において、民法を国民一般に分かりやすいものとする観点から、意思能力を有しない者がした法律

行為は無効とすることを明文化している。 

 

 

 

 

 

【改正法】 
（公序良俗） 
民法第 90 条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。 

【改正法】 
（意思能力） 

民法第 3 条の 2 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなったときは、その法律行為は、無効とす

る。 

妾契約、人身売買契約、金品を犯罪の対価とする契約、暴利契約、賭博契約等 

＊印紙税法別表第二  

＊印紙税法別表第一  

（訂正の例)   １２月３１日       ５字削除  印 

     期限は９月３０日までとする。   ６字加入  印 

規定新設 

一部文言削除 
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＜契約の取り消し＞ 

・契約の取消しとは、一応有効な契約として取り扱うが、契約当事者の一方の「あの契約は取り消す」との

意思表示によって、その契約ははじめにさかのぼって無効となる。 

 

 

 

・無効の場合と異なり、取消しのできるのは、取消しをする権限のある人（取消権者）に限られ、期間制限

もある（追認することができる時から５年間・行為の時から２０年間）。 

 

 

 

・契約の重要な点について当事者の錯誤がある場合、未成年者が親の同意を得ないで契約をした場合、詐欺

にあって契約した場合など法律で規定されている場合に限られる。（改正前の民法では、契約の重要な点につい

て当事者の錯誤がある場合は、無効とされていた。）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 契約の解除と解約 

 ・一度結ばれた契約は、原則として守られなければならない。しかし、契約締結当時には予想もしていなか

ったこと（相手方が契約違反をした場合等）が発生し、契約を解消したいことが起こり得る。 

 ・契約の解除は、当事者の一方の意思表示によって、相手方に対し、既に成立した契約をなしにすることを

宣告する方法で、その契約が初めからなかったのと同じような法律上の効果を生じさせる。解除権が行使

されると、原状回復義務と損害賠償義務が発生する。 

 

 

 

【改正法】 
（錯誤） 
民法第 95 条 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通

念に照らして重要であるものであるときは、取り消すことができる。 

   一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤 

   二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤 

2 以下（略） 

【改正法】 
（取消しの効果） 
民法第 121 条 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。 

原状回復に関する一部文言削除→（原状回復義務）第 121 条の 2 新設包含 

「無効」→「取消し」 

（取消権の期間の制限） 

民法第 126 条 取消権は、追認することができる時から５年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時

から２０年を経過した時も、同様とする。 

（未成年者の法律行為） 

民法第 5 条 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。ただし、単に権利を得、

又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。 

   2  前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。 

   3 (略) 

【改正法】 
（詐欺又は強迫） 
民法第 96 条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 

2   以下（略） ←第三者による詐欺及び善意の第三者に係る規定 

「2項」以下につい

て一部文言修正 

無(無効な行為の追認） 
民法第 119 条 無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であること

を知って追認したときは、新たな行為をしたものとみなす。 

（解除権の行使） 
民法第 540 条 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思

表示によってする。 
2  以下（略） 
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・契約の解約は、当事者の一方の意思表示によって、又はお互い合意に基づき、契約の効力を将来に向かっ

て消滅させる方法をいう。契約の解約の場合、原状回復義務が生じることはない。 

 

 

 

 ・実務上は、解除と解約を厳格に使い分けている場合は少ないと思われる。 

 

④ 契約の一部変更 

 ・契約を変更する場合、新たに契約書を作成することもあるが、一部変更の場合は、覚書を別に作成し、原

契約と異なる部分を明記して規定することが一般的である。 

 

⑤ 契約違反 

 ・契約の相手方が契約不履行した場合は、他の当事者は、相手方に対し、次の３つの手段をとことができる。 

     
 
 

  

・契約不履行になるのは、履行しない原因（帰責事由）が相手方にある場合である。帰責事由は、債務者の

故意（わざと履行しない。）又は過失（不注意）である。 

 ・契約違反が生じた場合で、契約書に損害賠償の規定がない場合においても、民法第 415 条（債務不履行責

任）に基づき、契約不履行をした当事者に対して民法の定める範囲の損害賠償を請求できる。 

 

 

 

 

 

 

【改正法】 
（催告による解除） 
民法第 541 条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告を

し、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過

した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでな

い。 

【改正法】 
(解除の効果) 
民法第 545 条 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負

う。ただし、第三者の権利を害することはできない。 
   2  前項本文の場合において、金銭を変換するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。 

3 第一項本文の場合において、金銭以外の物を返還するときは、その受領の時以後に生じた果実も返還しなけ 

ればならない。 

   4  解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。 

【改正法】 
(債務不履行による損害賠償) 

民法第 415 条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、

これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務

の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責に帰することができない事由によるものであると

きは、このかぎりでない。 
 2 （略） ←「債務不履行に代わる損害賠償（いわゆる填補賠償）」の明文化 

「但し書」追加 

「3項」追加 

（期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ） 
民法第 617 条 当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができ

る。 以下（略） 

a)履行の強制 

b)損害賠償請求 

c)契約の解除・解約の請求  【 b)と c)は両方可 】 

文言修正、「ただし書」追加、「2項」追加 

【改正法】 
（催告によらない解除） 
民法第 542 条 次に掲げる場合は、前条の催告をすることなく、直ちに契約を解除することができる。 
    一 債務の全部の履行が不能であるとき。  以下（略） 

無催告解除の要件の明文化（旧第 542 条・旧 543 条関連） 
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３．知的財産に関する契約の典型例と留意点 
本項３．では、大学、研究開発機関、独立行政法人等が、その相手方と共同研究等で連携する過程におい

て関わりを持つ知的財産に関する契約の典型例と留意点について記述する。契約の当事者は、大学と大学、

大学と研究開発機関、大学と独立行政法人、大学と企業、大学と技術移転機関（TLO）、これらの複合形態等

様々な形があり得る。以下は、主として、大学において、知的財産の創出、権利化及び活用の発展段階の視

点で用いられてきた知的財産に関する契約に基づく記述である。 
 
（１）事前の情報管理 
 ① 秘密保持契約 
  ｱ)目的 
 ・一方の当事者から相手方に対し（片務契約の場合）又は両当事者が相互に（双務契約の場合）、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認めるとともに、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するために締結する。 

・共同研究契約やライセンス契約（実施許諾契約）に入る前の技術評価の他、試作品製作、工場見学、学術

的研究成果交換等で用いられる。 
  ｲ)契約の形式 

・秘密保持契約書に両当事者が調印（サイン）する形の他、秘密保持の義務を負う当事者が、相手方に対し

て「念書」「誓約書」「確認書」等の書面を差し出す（提出する）形もある。 
ｳ)規定の項目 
・対象情報、秘密保持、流用禁止、期間等について規定される。 
・一般に、情報提供の当事者は、相手方に対してできるだけ広い範囲での義務を課すことを考えるが、提供

を受ける当事者は、これを最小限に止めておくことを考える。 
・秘密保持契約書を取り交わすことで相互の信頼関係を確認しあう程度の場合、抽象的な内容の規定でもよ

いが、相互に契約事項の履行を期待する場合、契約条件を具体的に規定し、その履行が確実に成されるよ

うに規定する（注）。 
 

 
  ｴ)契約書例及び規定項目に関する留意点 

・別添〔参考例１〕「秘密保持契約書逐条解説」を参照されたい。この雛型は、大学のシーズを企業等に開

示するときに用いられている。 
  
 ② 研究マテリアル等移転契約 
  ｱ)目的 

・研究マテリアル（細胞株、菌、ウイルス等のことを指し、研究試料あるいは成果有体物ともいう。（注））の 

 移転に伴い、研究マテリアルの特性に留意して、秘密保持、適正な使用、的確な管理等を注意喚起するた 

めに締結する。 

  ｲ)契約の形式 

 ・上記秘密保持契約に準じる。 

 ｳ)規定の項目 

 ・研究マテリアル名、使用目的、秘密保持、対価有無、譲渡禁止等について規定される。 
 

（２）当事者間での共同活動の取り決め 
 ① 共同研究契約 

（注）ここでは、バイオ研究マテリアルを想定しているが、新材料を含め、

広義に用いられる場合もある。 

（注）秘密情報が、不正競争防止法に基づく営業秘密として保護を受けるに

は、次の 3 要件を満たす必要がある。①秘密管理性 ②有用性 ③非公知性 
                   （不正競争防止法第 2 条第 6 項） 
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  ｱ)目的    

・複数の当事者（注）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

務を遂行し、ある研究成果を得ることを狙う。 

・更に、得られた研究成果についての取扱いについての基本的考え方を確認しておく。 

 

 

 

 

ｲ)契約の形式 

・通常は、事前に共同研究契約書を取り交わす。軽微な事例の場合、覚書等簡易な取り決めで済まされる場

合もある。 

・大学等公的機関にはそれぞれ一定の様式（ひな型）があり、これに基づいて契約が検討される。 

ｳ)規定の項目 

・研究目的、研究内容、研究の分担、研究費用の分担、知的財産権等について規定される。 
・開発的要素が強い場合、「共同研究開発契約書」という標題のもとで規定されることもある。 
ｴ)契約書例及び規定項目に関する留意点 
・別添〔参考例２〕「共同研究契約書逐条解説」を参照されたい。この雛型は、法人化前で用いられていた

文部科学省のひな型をベースに、法人化を契機として、企業と対等の関係を意識して、検討されたもので

ある。多くの国立大学において同様のひな型がある。（注 1）（注 2） 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ② 受託研究契約 
  ｱ)目的 

 ・研究資金を有する一方の当事者が、研究能力を有する他方の当事者に対し、研究内容を示して研究業務を

（注）ここでは、大学や公的研究機関と企業との共同研究を想定している。な

お、企業間での共同研究開発のパートナーの例として次があげられる。・ 

・水平型→同種の企業（半導体機器メーカー等） 

・垂直型→原料メーカーとそのユーザー（化学合成/医薬品） 

     部品メーカー完成品メーカー（電気部品/自動車） 

（注 1）・国立大学が法人化された平成 16 年 4 月以降、各大学と日本の大手企業との間で行われる共同研究に際

し、共同研究成果に基づく発明の帰属や当該発明に係る権利の取扱いについて、契約交渉が円滑になされない事

例が多く発生したことから、大学と企業の両サイドから様々な議論がなされてきた経緯がある（いわゆる不実施

補償問題）。この一つの原因として上記文部科学省のひな型が硬直的な運用を招いているともいわれていること

を踏まえ、文部科学省は、平成 29 年 3 月 30 日付で、「さくらツール」（11 類型のモデルとモデルの選択に当た

っての考慮要素）を公開した。これを活用することで、大学と企業との共同研究契約の交渉が、柔軟な考え方の

下で、円滑に進められることが期待されている。 

（注 2）更に、平成 30 年 4 月「さくらツール コンソーシアム型 モデル契約書 5 類型」も追加されている。

（後記 72 後記～75 ページ【参考資料 1】参照）進められることが期待 

〔参考〕大学研究者の研究成果をもとに相手方単独出願とされた例 

大学研究者と大手飲料メーカー（A社）との共同研究において、研究者が A社からの研究資金の提

供を受け、ある天然有機化合物の機能性評価を行い、その結果を A 社に報告したところ、A 社は、A

社研究者がこのデータを基に新規化合物を合成し、これを分離し、構造解析したとして、A 社の単独

出願（物質特許）を行った。研究者は、この発明の発明者となること、大学と A社との共同出願とな

すべきことを主張したが、A社は、A社研究者が大学研究者のアイディアを使用していないとして、

これに応じなかった。 

共同研究に際しては、成果が出た段階での当事者双方による確認の方法（ミーティングと議事録

等）、単独・共同出願区分の基準についての協議（発明に対する寄与度、出願及び活用に際しての貢

献度等）、出願内容の協議等について、手順をあらかじめ合意し、そのプロセスを大事にしていくこ

とが重要となる。本件は、これらの点が不十分であったために、A社に反論できなかった例である。
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委託し、他方の当事者がこれを受諾することにより、一定の成果を得ることを狙う。 

・更に、得られた研究成果についての取扱いについて基本的考え方を確認しておく。 

・研究業務は他方の当事者のみが行う点において共同研究と異なる。 

  ｲ)契約の形式 

・通常は、事前に受託研究契約書を取り交わす。軽微な事例の場合、覚書等簡易な取り決めで済まされる場 
 合もある。 
・大学等公的機関にはそれぞれ一定の様式（ひな型）があり、これに基づいて契約が検討される。 
・公的機関が民間から受託するケースや、公的研究資金を有する公的機関から研究を主たる業務とする公的

機関(大学等)に委託するケースが多い。民間同士の研究委託のケースは、研究子会社に委託する場合を除

き、研究対象が狭い範囲に限定される傾向にある。 
   ｳ)規定の項目 

 ・委託研究の内容、成果の報告書、成果の取扱い等について規定される。 

・大学が受託する場合、委託者からの研究費納付に関する規定が細かく規定される例が多い。 

 
（３）当事者間の権利確保と確認 

① 特許共同出願契約 
ｱ)目的 

・a)共同研究契約に基づく共同研究の成果として共同の発明がなされた場合、b)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、c)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 

産権に関する権利義務を定める。 
 
 
  
ｲ)契約の形式 

・特許出願手続きの前、特許共同出願契約書の一般的なひな型により契約を締結する。取り敢えず共同で

出願手続きをし、出願番号が確定してから契約を締結する場合もある。 
・大学や大手の企業では、それぞれ契約ひな型を有していることが多い。 
・なお、職務発明の機関帰属のための手続き関係書類（譲渡証等）は、別途それぞれの法人の内部で整えて

おく必要がある。 
・また、特許庁に対する権利持分証明書等も手続きのために別途用意する必要がある。 
 ｳ)規定の項目 

・権利の帰属と持分、費用の分担等が主たる項目となる。 

 ｴ)契約書例及び規定項目に関する留意点 
・別添〔参考例３〕「特許共同出願契約書逐条解説」を参照されたい。（注） 

 
 

 
 ② 共同研究成果の取扱いに関する覚書 

ｱ)目的 

・共同研究がなされると、何らかの成果（技術情報やそれに基づく知的財産）が生まれ、当事者は、これを

学術的論文として発表の対象にする他、事業活動に利用しようとする。論文の発表に関しては、共同研究

契約書に記載された規定で運用できるが、事業活動に関しては、具体的に記載してないことが多いので、

（注）【真の発明者】論文の共同執筆者すべてを発明者と主張する研究者がいるが、「単なる管理者・補助者・後援

者等」は、共同発明者ではないといわれている。 

（共同出願） 
特許法第 38 条 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許出願をす

ることができない。 
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そのような場合の相互の権利義務を定める。 
 ｲ)契約の形式 

・特定の事項に重点を置いた「覚書」の形にすることもあれば、具体的に特定の特許又はノウハウを活用す 

ることが想定される場合「特許・ノウハウ実施契約書」という形にすることもある。 

 ｳ)規定の項目 
・共同研究成果の内容の確認、権利の帰属、利用の条件、対価（実施料）等が主要な規定の項目となる。 

 
（４）権利の許諾 
 ① 特許実施許諾契約 

ｱ)目的 

・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、当該権利に係る発明の実施を許諾する。 

・なお、共有特許を一方の当事者が使用することに伴う契約については、後記②共有特許実施契約を参照さ

れたい。 

 ｲ)契約の形式 

・特許実施許諾契約書の一般的ひな型が用いられることが多い。 

 ｳ)規定の項目 

・権利の許諾、対価、製品販売に対する保証責任、特許侵害対応等が規定される。 

ｴ)契約書例及び規定項目に関する留意点 
 ・別添〔参考例４〕「特許実施許諾契約書逐条解説」を参照されたい。 

                                      
  

    

 

 

    【関係図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   出典：（独）工業所有権情報・研修館 「知っておきたい特許契約の基礎知識」の記載に準拠 

 
・平成 24 年 4 月 2 日以降は、通常実施権の当然対抗制度導入に伴い、第三者対抗力を保持するための仮通

常実施権及び通常実施権の登録申請を行う必要がなくなった。 
 
 
② 共有特許実施契約 

  ｱ)目的 

譲渡 
特許権 
(発明) 特許権の移転 

実施許諾 

実施権 

再実施許諾 

再実施権 

専用実施権 
(仮専用実施権) 

通常実施権 
(仮通常実施権) 

独占的通常実施権 

非独占的通常実施権 

設定登録要 

（注）〕左記の図は、第三者へ

の技術移転を前提とするもの

である。共有特許の当事者の

実施については、別途考慮さ

れる。 

〔参考〕専用実施権と通常実施権の違い 

・特許法における専用実施権（特許法第 77条）と通常実施権（特許法 78 条）の違いは、通常次の

関係図のように解されている。 
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・大学と企業等が共同で特許出願した場合において、企業等が当該共有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する契約である。 
・共有特許は、共同研究契約及び受託研究契約に基づく研究成果のほか、これらのような明確な研究契約に

基づくものではない個別のディスカッション等からも生じ得る。 
ｲ) 契約の形式 
・大学と企業等の当事者間の契約であり、「共有特許実施契約書」の形でなされることが多い。 

  ｳ)規定の項目 
・実施権者の製造・販売、実施料、報告、支払い等について規定される。 
・大学は、自ら実施する立場にはなく、企業等が自らの事業を実施するのに際して、当該特許がどの程度使

用され、ロイヤルティがどれだけになるかという点が主要な事項となる。 
・一般条項は、前述の第三者に対する「特許実施許諾契約」に準じることになる。 
 
③ ノウハウ実施許諾契約 
ｱ)目的 

・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する。 

・大学の研究者が有するノウハウの場合、当該ノウハウを具現化する資料が散在していることが多く、また

頭の中に残している例もあることから、これらを書面化して 1冊のファイルに起こし、ノウハウブックと

して特定して管理する必要がある。 

ｲ)契約の形式 

・「特許及びノウハウ実施許諾契約書」の形で特許と共になされることも多い。 

・一般的ひな型が用いられることが多い。 

 ｳ)規定の項目 

・権利の許諾、対価、製品販売に対する保証責任、特許侵害対応等が規定される。 
 
④ 商標使用許諾契約 
ｱ)目的 

・商標とは、物と役務（サービス）の識別に用いられる標章（マーク）のことを指す。特許庁に登録出願し、

商品・サービス区分ごとに認められれば、その区分に関し商標権として保護される。商標使用許諾契約は、

商標権を有しているものが、第三者に対しその権利を、一定の条件の下で使用許諾する契約である。 

 ｲ)契約の形式 

・通常は、一般的な商標使用許諾契約書のひな型による。 

・法人登記の商号（株式会社○○○○等）とあわせ、商号・商標使用許諾契約書という形態で契約されるこ 

 ともある。 

 ｳ)規定の項目 

・商標は、次の機能があり、商標権者はこの機能を満足する形で使用されることを望むことから、使用の形

態も主要な項目となる。 
 
 
・権利の許諾とそれに対する対価に関する規定が重要であることは、特許の場合と異ならない。 

 
 ⑤ ソフトウエア使用許諾契約 

ｱ)目的 

・ソフトウエア（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、

a.商品識別  b.出所表示  c.品質保証  d.宣伝広告 



18 

 

第三者に対し、当該権利に基づき、当該ソフトウエアの使用を許諾する。 

 ｲ)契約の形式 

・ソフトウエア使用許諾契約の形式は、権利の許諾に重点を置いた形の契約であるが、パッケージソフトの

ような場合に、ソフトウエアを体現する媒体（フロッピーディスク等について製品という言い方をするこ

ともある。）に重点をおき、ソフトウエア譲渡契約の形式をとるものもある。 

 ｳ)規定の項目 

・ソフトウエアの特定、使用の形態、製品の提供、対価、著作権者、保証・免責等について規定される。 
・譲渡契約の形式の場合、製品の引渡し・納入、瑕疵担保責任、複製の禁止等も規定されることがある。 
・ソフトウエアの維持管理・バージョンアップ対応等の規定を盛り込むこともある。 

 
（５）事業提携 
 ① 事業提携に関する覚書 

ｱ)目的 

・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することがお

互いの為になることもある。 
・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明確し、お互いの役割分担を定め、相互に協力して事業を推進

したいという状況に至った場合、それらのことを確認する。 
・大学とパートナーとなる企業等は、事業提携に関する覚書を締結することにより相互に信頼関係を確立し、

法人全体として当該事業に関る事項に関し、責任をもって対処することになる。 
  ｲ)契約の形式 

・「覚書」の様式をとることが多い。 

・標題に「○○○○の事業提携に関する覚書」と名称を付すこともある。 

   ｳ)規定の項目 

 ・目的、分担、個別の実施事項(契約)、費用、知的財産、責任等について規定される。 

 ・それぞれの法人の役員会承認事項、プレス発表等を考慮し、できるだけ簡潔に、数箇条にまとめることが

多い。 

 ｴ)規定項目に関する留意点 
 ・事業責任について、契約当事者間におきて、共通認識に立つ必要がある。 

・事業提携の場合、大学は最高の知見を提供する立場にはあるが、一般の消費者や会社を相手に事業を自ら

実施する立場にはなく、この業務は、相手方企業に依存せざるを得ない。従って、具体的事業に伴う事業

責任は、あくまでも相手方企業が担うことになる。 
・しかし、相手方企業は、実際の事業活動において、大学の知名度を最大限活用しようとして、営業資料や

宣伝資料（コマーシャル等）で、販売する物品やサービスの提供に関しても大学が保証しているように表

示しがちである。このため、一般の消費者から大学に、大学も品質を保証しているかとの問い合わせ等が

起こり得る。  
・特に食品については、いわゆる薬事法（注）（医薬品）・食品衛生法（食品）において、虚偽・誇大広告等

が禁止されており、事業提携の相手方企業の作成する営業資料・宣伝資料を事前に十分協議し、チェック

の手段をとる必要がある。 
 

 

  

（注）いわゆる薬事法（薬機法といわれることもある。「医薬品医療機器等法」） 

→医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 
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・医薬品、医療機器等に関する産学官連携においては、いわゆる薬事法に基づく PMDA（独立行政法人医薬品医 

療機器総合機構）の承認・認証対応に留意しなければならない。 

 
② 相互協力基本協定 
ｱ)目的 
・特定の外部の団体を大学のパートナーとして位置づけ、当該パートナーと連携体制を組むことにより、相

互に補完関係が成り立つと考えられる場合、法人レベルで基本的なポイントについて合意し、それぞれの

機能の不足分を補うことができる。 
ｲ)契約の形式 
・「協定書」の様式をとることが多い。協定書も契約書には違いないが、比較的大きな事項について取り決

めるときに「協定書」という用語を使用することが多い。 
・「覚書」「契約書」であっても取り決めの効果に変わりはない。 

   ｳ)規定の項目 
・目的、相互の協力、定期協議、個別の契約の締結、秘密保持、費用の負担、第三者との提携、解約、有効

期間等が規定される。 
 
（６）学術的知見提供 

① 学術指導契約 
ｱ)目的     
・大学の研究者が、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 
する。 
ｲ)契約の形式  
・学術指導に関する契約書、コンサルタント契約書等の形で締結する。 
ｳ)規定の項目  
・指導の内容、期間、指導料（コンサルタント料）、知的財産、秘密保持、免責等が規定される。 

 
② 学術交流協定 
ｱ)目的     
・大学が、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、学術的・技術的

意見交換を組織的に行う。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す

る。 
ｲ)契約の形式  
・学術交流協定の形をとることが多い。覚書の形をとることもある。 
ｳ)規定の項目  
・包括的・紳士協定的内容の場合が多く、個別の権利義務を詳細に規定しない例が多い。 

 
（７）著作物・著作権 

ｱ)目的 

 ・大学、研究機関、独立行政法人等においては、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。（注））、外部講師等に係る著作物、外部著作物等及びこれらの著作物に係る著作権を適切に管理・

活用する必要がある。そのために、関係当事者間で、著作物の利用及び著作権の譲渡等に関する契約を

締結する。また、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する。 
ｲ)契約の形式  
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 ・次のような契約を用いることが多い。 
  ○著作物利用許諾契約 
  ○著作権譲渡契約 
  ○出版権設定契約 
  ○写真利用許諾契約 
  ○キャラクター利用許諾契約 
  ○講義映像等 WEB 配信許諾契約 
  ○講義映像等原盤供給契約 

  ○外部講師講演映像の利用許諾契約 
 ｳ)規定の項目 
  ・著作物の特定、著作権の帰属、利用条件、対価、著作者人格権、著作権の表示等について規定される。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（注）法人著作（職務著作）の要件は、次の通り。（著作権法第 15 条） 
・著作物の創作が、法人等の発意に基づくものであること 

・法人等の業務に従事する者が職務上作成するもの 

・その法人の著作名義で公表するもの 

・契約、勤務規則その他に別段の定めがないこと 
 

〔参考〕「知財合意書」の例 

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。 
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４．知的財産に関する契約の管理 
  本項４．では、大学、研究開発機関、独立行政法人等における産学官連携部門や知的財産部門のスタッフ

が、他大学、他機関、企業等と知的財産に関する契約交渉に参画し、当該所属組織の関係者に対し、管理部

門としてその機能を果たす観点から、知的財産に関する契約の管理の在り方について記述する。 
 
（１）ドラフティング 
 ① 契約雛型の整備 

・法人は、事業活動を展開する部門ごとに相手方と契約を締結する必要に迫られる。知的財産に関する契約

については、大学、研究開発機関、独立行政法人等においては各部局や研究者（企業においては研究開発

部門）が直接関係する度合いが強く、交渉の頻度も多い。 
・関係部門が、すみやかにかつ円滑に契約交渉に入れるようにするには、あらかじめよく使用される類型の

契約ひな型を準備しておくことが望ましい。 
・契約ひな型があれば、契約交渉に際して、先ず自分の土俵を提示することができ、また、関係者で問題点

を検討しやすい。 
・しかし、契約ひな型を絶対視すべきではない。契約交渉は、相手方があることであり、協議により合意点

を見つける必要がある。柔軟な姿勢が必要である。 
 
 ② 関係者による検討 

・法人内部では、契約交渉の相手方に対する思いに濃淡がある。大学、研究開発機関、独立行政法人等の研

究者（企業においては営業部門の担当者や研究開発部門の研究者）は、相手方の担当者や研究者と直接接

触しており、相手方に対し、強い立場に立ちにくい。他方、財務や法務部門は法人の利益を、大学、研究

開発機関、独立行政法人等の研究管理部門は、対外的説明根拠を第一義に考え、相手方を客観的に評価す

る傾向にある。 
・契約検討に際しては、相手方に対して利害関係の深い部門だけではなく、その他の関係部門も含め、契約

ひな型を基に十分検討する必要がある。知的財産の分野は、比較的国際的ルールが明確であり、当事者間

で共通の価値尺度を見出しやすいので、知財部門/産学連携部門/URA 部門のスタッフが検討の中心になる

ことが望ましい。 
 
（２）契約交渉 
 ① 窓口の統一 

・法人間の契約交渉において、当該案件に利害関係を有する部門が相手方とそれぞれ勝手に交渉を進め、法

人としての見解がどれか不明になり、混乱を生じることがある。また、有力な個人的ルートで事実上決ま

り、承認の続きが形式的になる場合もある。 
・契約交渉の前面にいる者に対しては、相手方はその者の属する法人を代表しているとの前提に立っており、

当該交渉に法人としての一貫した主張と客観性を持たせるために、契約交渉の窓口を統一することが望

ましい。 
  

② 合理的な理由に基づく対案 
 ・通常の契約交渉ステップは、次のようになる。 

 
 

 
・この過程で、それぞれの修正提案には、合理的理由がなければ交渉相手を説得することが困難であり、ま

一方の当事者から相手方に対して契約ひな型に基づいた契約条件提示→相手方からの一部修正提案

→一方の当事者から相手方に対する再修正提案・・・合意 
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た合意した場合に、法人内部での承認を得ることも困難である。単なる妥協や情緒的配慮は避け、合理的

根拠を求めるべきである。 
・一方で、形式論理より、現実的利益を選択する戦略もあり得るので、それも含めて法人として納得できる

根拠を明確にしておく必要がある。 
 
（３）契約締結後の実行管理 
 ① 契約内容の関係者への周知徹底 

・契約交渉に関与したメンバーがそのまま契約に定められた事項を実行する立場になるとは限らない。その

ため、例えば、ある共同研究契約のテーマと同じような研究をしている研究者に対しては、当該共同研究

契約が存在していること、その契約では法人として秘密保持義務、共同研究成果報告義務等（第三者制約）

があることを知らせておかなければならない。 
・契約条件として、例えば、許認可申請の義務等がある場合は、法人内の担当部門に手続を進めてもらう必

要があり、研究成果報告義務がある場合は、研究開発部門の研究者に対し研究ノートに研究経過を逐次記

すよう指導する必要がある。 
・とかく、契約交渉に力が入る割には、その後の内容の周知徹底を欠くことが多いので注意を要する。 
 
② 定期的な契約履行状況の確認 
・知的財産に関する契約は、契約有効期間が、短いもので半年、長いもので１０年以上に及ぶ。その間、担

当者も代わり、契約締結時の状況を承知している人も少なくなる。しかし、契約上の義務は、法人とし

て継続しているので、これを誠実に履行しなければならない。 
・例えば、特許実施許諾契約は、当初お金のやりとりがなされることが少ない。実施許諾を受けた当事者

の事業活動が順調に伸びれば、１～数年後に実施料支払いの実務が始まる。 
・このような法人の権利義務に関し、法人の特定の部門が、一貫して契約の履行状況をフォローする体制

を構築することが望まれる。 
 

 ③ ファイルの管理 
・知的財産権は、無形の権利であり、動産や不動産のように物理的にその権利対象物を把握できるようには

行かない。それ故、契約の当事者間、あるいは第三者との間で訴訟になる可能性が高い。しかも、現在動

いている事業に直接関係することも多い。従って、契約関連の資料に関しては、ファイリングを的確に行

い、すみやかに対処できる形にしておく必要がある。 
・ファイリングは、案件ごとに 1 つのファイルに時系列で納めることがベースとなる。特許等の出願書類も

時間を追って膨大になることに加え、それを元にした特許実施許諾契約、共同研究契約等が派生してくる

ことから、知財契約相互の関連が一覧できる形の内容別管理も必要である。 
・大学、研究開発機関、独立行政法人等においては、稟議決裁書類をそのまま重ねてファイルしていく傾向

にあるが、このような管理では、機動的な対応や期限の管理に適さない。また、その場限りの整理に過ぎ

ず、担当者が交代した場合でも経緯を追いかけるのに困難を極める。 
・業務量も考慮した上で、データベース管理を併用することも検討する必要がある。出願案件が年間数件 
の場合は、エクセルなどの台帳での管理でも間に合うが、年間数十件レベルになると、数年後には膨大 
な管理項目数になり、これでは対応不可となる。 

 
④ 契約終了時の整理 
・知的財産権の管理対象期間は、例えば特許権でみると、生まれてから消滅するまで、２０年間、債権債務

の消滅時効を考慮すると、３０年間に及ぶ。そのような権利が、逐次発生しており、逐次消滅しているこ
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とになる。今発生した権利については、関係者の認識は新しいが、権利の消滅しているものに関しては、

全く認識されない場合が多い。後者について、問題が残っていないかどうか、確認して整理する必要があ

る。 
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５．知的財産と独占禁止法/不正競争防止法 

 本項５．では、知的財産の活用に伴う活動に対し、その態様によっては、法違反と判断される根拠となる

規定を有する独占禁止法と不正競争防止法に関し、特に関係を有する条項の概要と知的財産に関する契約の

検討に際して留意すべき事項について記述する。 
 
（１）独占禁止法による規制 
 ① 私的独占の禁止  ←独占禁止法第 3条            
 ・事業者が単独で又は他の事業者と手を組み、不当な低価格販売、差別価格などの手段を用いて、競争相手

を市場から排除することや、新規参入者を妨害して市場を独占しようとする行為は「私的独占（排除型）」

として禁止される。（公正取引委員会は、平成 21 年 10 月 28 日に排除型私的独占に係る独占禁止法上の指針を公表し

た。） 

 ・また、有力な事業者が、株式の取得、役員の派遣などにより、他の事業者の事業活動に制約を与えて、市

場を支配することも「私的独占（支配型）」として禁止される。 
・なお、良質・廉価な商品を提供する事業者が正当な競争の結果として、市場を独占することには、違法と

はならない。 
 
② 不当な取引制限の禁止  ←独占禁止法第 3条 

  ｱ)カルテルの禁止 
 ・事業者又は業界団体の構成事業者が相互に連絡を取り合い、本来、各事業者が自主的に決めるべき商品の

価格や販売・生産数量などを共同で取り決め、競争を制限する行為は「カルテル」として禁止される。 
 ・紳士協定、口頭の約束など、申合わせの形がどのようなものであれ、事業者間で何らかの合意があり、結

果的にそれぞれが同一の行動をとればカルテルとみなされる。 
 ・カルテルは、商品の価格を不当につり上げると同時に、非効率な事業者を温存し、経済を停滞させるため、

世界各国で厳しく規制されている。 
  ｲ)入札談合の禁止 
 ・国や地方公共団体などの公共工事や物品の公共調達に関する入札の際、入札に参加する事業者たちが事前

に相談して、受注事業者や受注金額などを決める「入札談合」も不当な取引制限の一つとして禁止される。 
   

 ③ 不公正な取引方法の禁止 ←独占禁止法第 19条 
 ・独占禁止法は、自由な競争の制限につながる行為、競争の基盤を侵害する行為を「不公正な取引行為」と

して指定して禁止している。法定 5類型と指定類型に分かれる。 
・指定類型（公正取引委員会告示）には、一般指定 15 類型（平成 22 年 1 月 1 日改正、それまでは 16 類型）と特

殊指定 3 類型がある。 
 

  ④ 行政処分・刑事罰・民事上の請求権 
 ・独占禁止法違反に対する制裁は、次の形でなされる。 

a.行政処分 ○排除命令 ○課徴金納付命令 
b.刑事罰 ○個人/懲役・罰金 ○事業者・事業者団体/罰金 
c.民事上の請求 ○差止請求 ○損害賠償請求 

 
 
 
 

（注）政府による巨大 IT（情報技術）企業規制（案）の動き 2019.12.8 日経新聞 

   政府が 17 日にまとめた巨大 IT（情報技術）企業の規制案は、①公正な取引環境の整備 ②個人データの行き過ぎた

吸い上げの防止 ③データ寡占を招く有望企業の「青田買い」の歯止めの 3 本柱となる。膨大なデータをビジネスに

つなげる「データエコノミー」のけん引役の IT 大手の成長を促しつつ、市場をゆがめる負の側面を取り除く。実効

性が今後の課題となる。IT 大手→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）など 
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（２）知的財産権と独占禁止法の関わり 
① 知的財産権による権利行使 

 ・独占禁止法第 21条に次のように規定されている。 
 「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。」 
・一般に、知的財産権の行使の場合は、独占禁止法の適用除外となることを定めたものと考えられている。 

 
② 違反を未然に防止する為の各種ガイドライン                      
・知的財産との関係については、不公正な取引方法等関係のガイドライン等の一部として、次の三つのもの 
 が作成・公表されている。 

「共同研究開発に関する独占禁止法上の指針」（平成 5 年 4 月 20 日・平成 17 年 6 月 29 日改正・平成 19 年 9 月

28 日改正・平成 22 年 1 月 1日改正・平成 29 年 6月 16 日改正） 

「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」（平成 19 年 9 月 28 日・平成 22 年 1 月 1 日・平成 28 年 1 月

21 日改正）  

（「特許・ノウハウライセンス契約に関する独占禁止法上の指針」（平成 11 年 7 月 30 日）を全面改定） 

「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」 

（平成 17 年 6月 29 日・平成 19 年 9 月 28 日改正・平成 22 年 1 月 1 日改正） 

   
  ③ 知的財産に関わりの深いガイドラインと関係する記載事項 

「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」（注） 
  ｱ)対象となる知的財産 

 ・知的財産のうち技術に関するもの（特許法・実用新案法・半導体集積回路配置法・種苗法によって保護さ

れる技術、著作権法によって保護されるプログラム著作物、意匠法によって保護される物品の形状に係る

意匠、及びノウハウ）を対象としている。 

  ｲ)「不公正な取引方法」の観点からの検討 
１．原則として不公正な

取引方法に該当す

る制限行為 

①販売価格・再販売価格・輸出価格（国内市場に影響する場合）の制限 

②研究開発活動の制限 
③改良技術の譲渡義務・独占的ライセンス義務 

２．不公正な取引方法に

該当する場合があ

る制限行為 

①技術を利用させないようにする行為 
②最高製造量（技術の使用回数、輸出数量、販売数量）の制限 
③原材料・部品に係る制限 
④販売の相手方の制限／指定する者を通じて輸出する義務 
⑤競争品の製造・販売又は競争者との取引の制限 
⑥一方的解約条件 
⑦技術の利用と無関係なライセンス料の設定 
⑧権利消滅後の制限 
⑨一括ライセンス 
⑩技術の機能追加 
⑪非係争義務 

３．原則として不公正な

取引方法に該当し

ない制限行為 

①区分許諾 
②技術の利用期間の制限 
③技術の利用分野の制限 
④製造地域の制限／販売地域の制限 

ライセンシー保有特許の権利行使を制限 

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） 

＊標準必須特許：無線通信の分

野などにおける標準規格の実施

に不可欠な特許 

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（2020 年 6 月 30 日現在） 

←スタートアップと大企業の取引や契約上の問題！ 

「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 
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⑤最低製造数量（技術の使用回数、販売数量）の制限 
⑥製品の輸出の制限 
⑦輸出し得る地域の制限 
⑧サブライセンス先の制限 
⑨特定の商標の利用の義務付け（例外あり） 
⑩最善実施努力義務 
⑪ノウハウの秘密保持義務 
⑫不争義務（例外あり） 
⑬改良技術の非独占的ライセンス義務（例外あり） 
⑭取得知識、経験の報告義務（例外あり） 

   

 
 
 
 
 
 

 
 
（３）知的財産権と不正競争防止法の関わり 
 ・不正競争防止法は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保することを指向

する法律である。 
・大学、研究開発機関、独立行政法人等（以下「大学等」という。）と企業等との間でライセンス契約が締

結され、企業等において事業が推進されることに伴い、大学等のライセンシー（ライセンスを受けた者）

の行為により、大学等も同法に違反していると疑われかねない問題が生じ得る。 

 
  ・これらは、基本的には、ライセンシーである企業等の問題であり、ライセンサーである大学等が追及さ

れる立場にはないが、ライセンシーの係る行為を法人として黙認したと見られる場合には、大学も追及

され、訴訟に巻き込まれることがあり得る。 

ライセンシーの行為

例 
疑われる禁止行為名 禁止行為の内容 

【大学等名、発明者

名、肩書き等を勝手

に利用する例】 

「混同惹起行為」 他人の商品・営業の表示（商品等表示）として需要者の

間に広く認識されているもの（周知）と同一・類似のも

のを使用し、又は使用した商品を譲渡し、その他人の商

品・営業と混同を生じさせる行為   
（同法第 2 条 1 項 1 号） 

「著名表示冒用行為」 他人の商品・営業の表示として著名なものと同一・類似

のものを、自己の商品・営業の表示として使用する行為    

（同法第 2条 1項 2 号） 
【商品形態（デザイ

ン）のコピーの例】 
「形態模倣行為」 他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡等する行為 

（最初の販売から 3 年間の禁止）                    

（同法第 2 条 1 項 3 号、同法第 19 条 1項 5 号ｲ） 

契約特許効力の不争義務 

（注）【平成 28 年 1 月 21 日】/改正 FRAND（fair,reasonable and non-discriminatory）条件の考え方追加 

FRAND 条件でライセンスを受ける意思を有する者に対し、ライセンスを拒絶し、又は差止訴訟を提起すること等

は、規格を採用した製品の研究開発、生産又は販売を行う者の取引機会を排除し又はその競争機能を低下させる場合

がある。当該行為は、次のように判断される。 

・当該製品の市場における競争を実質的に制限する場合には、私的独占に該当             （独禁法第 3 条） 

・私的独占に該当しない場合であっても、公正競争阻害性を有するときには、不公正な取引方法に該当 

（独禁法第 19 条） 
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６．外国の公的機関・大学・民間企業等との知的財産に関する契約 

 本項６．では、大学、研究開発機関、独立行政法人等が、外国の公的機関・大学・民間企業等と知的財産

に関する契約を締結する際の留意点について記述する。 
 
（１）大学、研究開発機関、独立行政法人等で用いられる契約の類型 

 ・法人化前の各大学、研究開発機関、独立行政法人等においては、外国の公的機関・大学・民間企業等との

知的財産に関わる契約は、研究者の個人名で、契約ひな型は、相手方指定のものでなされることが多かっ

たと推測される。 

 ・法人化後にあっても、大手の著名な大学、研究開発機関、独立行政法人等を除いては、国際契約を担当す

るスタッフを配置するところは少なく、多くの大学、研究開発機関、独立行政法人等においては、知的財

産部門の担当者が、戸惑いながら、研究者とともに、手探りで対応している状況と思われる。 

・今後は、知的財産部門の担当者も、国際契約の知識を深め、それぞれの大学、研究開発機関、独立行政法

人等の国際契約のひな型を準備して、直接、研究者の意向を踏まえ、相手方の知的財産部門と直接交渉で

きるようになることが期待されよう。 

 ・各大学、研究開発機関、独立行政法人等において、次の類型の契約が検討の対象となっているものと

思われる。 

 

 

 

 

 

  

 

 

（２）Non-Disclosure Agreement（Secrecy Agreement） 

 ・国内において用いられる秘密保持契約書と同じ性格の契約書である。 

 ・研究者が相手方に秘密情報を与える場合、研究者が相手方から秘密情報を得る場合、相互に秘密情報を提

供しあう場合等様々な態様があり、それによって一方の当事者のみが義務を負う内容、双方の当事者が義

務を負う内容、それらの混合の内容等規定の仕方が変わってくる。 

 ・大学、研究開発機関、独立行政法人等としては、法人を代表するものがサイン者になることが望ましいが、

研究者が現地で早急に対応せざるを得ない場合等もあり得る。このような場合研究者個人名でサインする

ことも止むを得ないが、その場合には、事前又は事後に法人として承認する手続をしておく必要がある

（学部長、研究部長等の了承を得る等）。 

  

（３）Material Transfer Agreement 

 ・細胞株、菌、ウイルス等の研究マテリアルの移転に伴い、当該研究マテリアルの価値を保持しながら適正

に管理し、その流出を防止し、第三者とのトラブルを未然に防止するための契約書である。 

・米国の公的研究開発機関等は、バイオテクノロジーの分野での研究に研究マテリアルが欠かせない要素で

あり研究開発機関等での移転が頻繁になされる状況になっていることを踏まえ、人体への影響等も考慮

して、詳細な契約ひな型を用意している（米国国立衛生研究所 NIH/National Institute of Healthによ

る UBMTA/Uniform Biological Material Transfer Agreement）。このひな型は、研究マテリアルを提供す

る側と受領する側の権利義務の記載が合理的に記述されており、特定のひな型の提示がない場合、これを

ベースに相手方と交渉していくことを考えてよい。 

Non-Disclosure Agreement（Secrecy Agreement） 

Material Transfer Agreement 

Collaboration Agreement 

Patent License Agreement 

Academic Exchange Agreement 

（注）ここではバイオ研究マテリアルを想定している。13 ページを参照されたい。 
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（４）Collaboration Agreement 

 ・国内において用いられる共同研究契約書と同じ性格の契約書である。 

 ・ある大学の医歯学総合研究科において、外国の公的研究開発機関との間で、相手方が研究費を提供し、大

学が研究標本を提供することを基に、相互の研究者が相互訪問し、共同でいくつかのテーマに沿って研究

する事を目的とする Collaboration Agreement が締結され、実行された例がある。 

・その契約書には、研究内容（scope、work）、研究の方法（manner、joint meeting）、研究費の受渡し（payment）、

研究成果の扱い（results、intellectual property）等の条項が定められていた。更に、国際間の取り決

めであることも踏まえて、次のような条項も定められていた。 

損害（damages）、通知（notice）、完全合意（entire agreement）、不可抗力（force majeure）、準拠法

（governing law）、仲裁（arbitration） 等 

・なお、契約原案（draft）は相手方が提案してきたものである。 

 ・別添〔参考例５〕「COLLABORATION AGREEMENT 逐条解説」を参照されたい。 

 

（５）Patent License Agreement 

 ・国内において用いられる特許実施許諾契約書と同じ性格の契約書である。 

 ・ある大学において、法人化前（個人帰属の時代）に大学の研究者が日本の他大学の研究者及び米国の大学

の研究者と共同でなした発明に基づく特許権（米国及び日本を含むいくつかの国において保有）を米国の

大学が保有し、これを当該米国の大学が日本企業にライセンスした例がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

（６）Academic Exchange Agreement 

 ・多くの大学、研究開発機関、独立行政法人等は、国際交流センターのような組織をつくり、外国の多くの

大学との間で、学術交流協定（Academic Exchange Agreement）を締結している。この内容は、包括的・

紳士的なものが多く、個別の権利義務を詳細に規定していない。知的財産に関して触れているものも少な

い。 

 

（７）国際契約としての側面 

 ・国際契約は多くの場合、英文の契約書で定められる。 

・日本国内における契約の場合、同じ文化及び法制度の下での契約であり、当事者間で何らかの問題が生じ

ても話し合いで解決できる余地がない訳ではない。 

・国際契約の場合、異文化でかつ法制度も異なる当事者間での契約であることから、問題が生じた場合、話

し合いの余地はないと考えなければならない。そのような前提で、契約交渉し、必要なことを詳細に定め

ておく必要がある。 

・多くの大学、研究開発機関、独立行政法人等で、国際契約を担当する専門部署が設置されていない段階で

は、外部の国際契約を専門とする弁護士事務所に相談することが、最も安全な方法であるが、これには時

〔参考〕ライセンス収入への課税対策の例 

米国企業への特許ライセンスに伴い、そのライセンス対価を受け取る際に、米国において源泉徴

収税が 30％課される。日米二国間では、二重課税防止条約があり、一定の手続きの下で、この米国

での課税を回避することができる。その手続きは、米国歳入庁から、米国納税者番号を付与しても

らう手続き、付与してもらった番号を記入した所定書類の相手方企業への提出手続が必要となる。

多くの大学では、これまでこの類の経験はなく、みすみす税金分を損する結果になりかねない。上

記の例では、米国納税者番号の取得手続きを東京の行政書士事務所に依頼して対応した。対応した。 
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間と費用がかかる。 

・今後は、できるだけ学内の有識者を活用して、経験を積み重ねていくことが望まれる。契約交渉に当たっ

ては、一時的には手持ちのひな型をベースに検討することを考え、それによる対応が困難であれば、相手

方に対し契約原案（draft）の提供を求め、それに関して対案を提示する方法をとらざるを得ない。 

 

（８）研究者・事務部門・知財部門の連携 

 ・多くの大学、研究開発機関、独立行政法人等では、外国の公的機関等との知的財産契約について、事務的

ルール（決裁手続等も含めて）が明確に定められてはいないと思われる。しかし、契約の相手方に対して

は、法人として統一した見解や契約条件を示していかなければならない。 

・そのためには、当該組織の関係する研究者・事務部門・知財部門が連携して対応し、大学、研究開発機関、

独立行政法人等にとって好ましい条件を整える必要がある。 

 ・契約締結後の実行管理については、国内契約と変わるところはない。４．知的財産に関する契約の管理（３）

契約締結後の実行管理（21 ページ～）を参照されたい。 

 ・法人組織内での決裁手続きのために作成される英文契約の日本語訳は、事務部門の英文スタッフが作成す

ることが多い。英文スタッフは、海外経験もあり、実務英語には十分力を有していても、契約英語に慣れ

ていないことが多い。知的財産権の帰属、権利侵害、保証、損害賠償責任等大学の権利義務に大きくかか

わる規定については、誤訳を避けるため、関係者で読み合わせをすることが必要である。 

 

【参考例】＜英国 A大学との国際共同研究についての手順のまとめ＞ 

ステップ               確認事項等 

①契約前の相手方への確認 

 

・契約書様式の有無・契約条件の修正協議の可否・サイン者 

・経費支払いの条件 

（ポンド又は円での支払い、分割支払い、支払時期の指定等） 

②契約交渉 

 

・相手方契約書様式の取り寄せ・大学側の対案検討（知財部門） 

・契約条件の修正協議の提案（知財部門） 

・研究者・事務部門・知財部門の連携 

③学内契約手続き 

 

・内容修正協議完了後学内稟議決裁・調印 

・請求書を発行・送付・入金 

・正本は英語・日本語訳←学内説明に必須 

 
・近年、大学・国立研究開発法人（「大学・国研等」）において、外国人研究者が多数雇用される状況や、外 

 国企業との連携が推進されつつある状況に鑑み、「意図せざる技術流出」を防ぐ観点から、「安全保障貿易 

 管理」や「営業秘密管理」等の法令遵守、これらを含めたリスクマネジメント体制の確立が求められてき 
 ている。 
（「大学・国立研究開発法人の外国企業との連携に係るガイドライン－適正なアプローチに基づく連携の促進－（中間と 
りまとめ）令和元年 6 月 21 日内閣府政策統括官（科学技術・イノベーション担当）決定」参照） 
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〔参考例 1〕「秘密保持契約書逐条解説」 

 

秘密保持契約書 

 

○○大学法人○○大学（以下「甲」という。）と○○株式会社（以下「乙」という。）とは、甲に所属する教

員     と乙の間で実施する研究テーマ「           」に係る意見交換会及び技術相談（以

下「本技術交流」という。）に関し、次のとおり秘密保持契約を締結する。 

 

 

 

（秘密保持） 

第 1条 甲及び乙は、本技術交流において、相手方から秘密情報として特定されて開示される情報（以下「秘

密情報」という。）を書面による相手方の事前の承諾なしに、第三者に開示し又は漏洩してはならない。た

だし、次の各号のいずれかに該当するときはこの限りでない。 

  ①相手方から開示された時点で既に公知であったもの又は相手方から開示された後に自らの責めによら

ず公知となったもの 

  ②相手方から開示された時点で既に自らが保有していたもの 

  ③正当な権限を有する第三者から合法的手段により秘密保持義務を負うことなく開示されたもの 

④法令又は裁判所若しくは官公庁の命令により開示を求められたもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（流用禁止） 

第 2条 甲及び乙は、相手方から開示された秘密情報を書面による相手方の事前の承諾なしに、本技術交流の

目的以外に使用してはならない。 

 

 

 

（知的財産権の取得） 

第 3条 本技術交流において創作された発明、考案、意匠、著作物、ノウハウ等一切の成果の取扱いについて

は、甲乙協議の上決定するものとし、甲及び乙は他に合意した規定・契約等が無い限り、相手方から開示さ

れた秘密情報に基づいて、知的財産権を取得してはならない。 

 

 

 

 

・当事者として義務を負う主体を明確にする。 

・当事者の意図及び契約履行の意思を確認する。 

・秘密情報の周辺状況（どのような業務に由来するか。）を明らかにする。 

・秘密情報を特定する。 

・極力書面化する。例文にはないが、口頭で開示した場合、一定期間（例えば２週間）内に書面化するこ

とを規定することもある。 

・サンプル、研究マテリアルも対象となり得る。 

・公知情報、自己保有情報、第三者情報等を対象情報から除外する。 

・積極的開示の禁止、不注意による漏洩の禁止等を明確にする。例文にはないが、秘密情報の管理方法、

規制の対象者、対象者への履行義務付け手段等を規定することもある。 

・契約に定められた目的にのみ使用することを明確にする。これにより、秘密性をより担保することにも

なる。 

・秘密情報を開示すること自体から、発明、考案、意匠、著作物、ノウハウ等の知的財産が生じる可能性

は少ないが、それを契機に、それらの知的財産が創出されることはあり得るので、その場合の扱いにつ

いて規定する。 
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（共同研究契約） 

第 4条 甲及び乙は、本技術交流の結果に基づいて共同研究を行うことになった場合、別途共同研究契約を締

結する。 

 

 

 

（秘密書類の返還） 

第 5条 甲及び乙は、本技術交流の結果共同研究に至らなかった場合、本契約有効期間終了までに、相手方の

秘密情報に係る書類（複写及び複製を含む。）を相手方に対し返還するものとする。 

 

 

 

（有効期間） 

第 6条 本契約は、締結日より 5年間有効とする。 

 

 

 

 

 

（協議） 

第 7 条 本契約に定めのない事項及び本協定の解釈に疑義が生じた事項については、甲乙誠意を持って協議

しその解決に努めるものとする。 

 

 

 

 本契約の締結を証するため、本契約書 2 通を作成し、甲乙記名押印の上、各々1 通を保管するものとする。 

     

 令和  年  月  日 

 

甲     県  市  町 丁目  番  号 

○○大学法人 ○○大学○○学部 

             学部長               印 

 

 

          乙     県  市  町 丁目  番  号 

             ○○株式会社 

             代表取締役社長           印 

 

 

 

 

 

 

・大学研究者のシーズを企業等に開示したことを契機に、大学と当該企業等と共同研究を行うことに発

展する場合もあるので、その道筋を規定する。 

・契約に定められた目的を終えた場合、対象情報の媒体（書面、サンプル等）の返還を規定する。例文に

はないが、廃棄を求めることもある。 

・契約全体の有効期間を限定する。 

・秘密保持すべき期間は、秘密情報係る技術の陳腐化の可能性、財産的価値持続の程度、研究開発のスピ

ード等を考慮して設定する。 

・永久秘密保持は、実務的に管理不能となるので規定すべきではない。 

・契約締結時点で想定していなかった事態がその後生じた時に、当事者間で円滑に話し合いができる 

ように規定する。 

・大学サイドの調印者は、大学を代表する学長（理事長）が望ましい。しかし、実務を円滑に推進する

観点から、各部局に関わる秘密情報に関しては、各部局長に権限が委任されていると理解することも

できよう。諸般の事情から、研究者個人が調印した場合は、追って学内承認手続きが必要となろう。 
・代表者とともに関係する研究者個人も署名をする例もある。 
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＜参考＞ 
 ＊秘密保持契約の検討に際し検討対象となり得るその他の条項について追記する。 
 

（学術論文投稿又は学会発表） 

第○○条 甲又は乙は、本技術交流において相手方から開示された秘密情報を含む学術論文若しくはその他の

資料を用いた学術論文の投稿を行おうとする場合又は学会発表を行おうとする場合、事前に相手方にその旨

を通知するものとし、その取扱いについて、甲乙協議のうえ定めるものとする。 

 

 

 

 

 

（損害賠償） 

第○○条 甲又は乙は、相手方の責に帰すべき事由による本契約上の義務の不履行によって損害を被ったとき

は、その損害の賠償を請求することができる。その場合、損害賠償の限度額は、○○万円とする。 

 

 

 

 

 

 

 

（裁判管轄） 

第○○条 本契約において紛争が生じ、双方の協議により解決しないときの訴えの管轄は、東京地方裁判所と

する。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・契約違反した場合の損害賠償額を、合理的な金額を限度として設定することで、秘密保持の履行を担

保する。 

・通常、損害賠償についてまで規定する例は少ない。しかし、一方の当事者から開示される秘密情報の

財産的価値が明確であるような場合(例えば、第三者に対し当該秘密情報を開示すれば、一定の対価が

得られることが確実である場合等)には、規定する意味が出てくる。 

・万一訴訟になった場合の裁判管轄をあらかじめ定めておく趣旨である。 
・判例の蓄積、代理人（弁護士）の数及び能力、訴訟進行の的確性等の点から東京地方裁判所が望まし

い。 

・相手方の秘密情報を含む学術論文や学会発表が、一方的なされる状況を回避するために規定する趣 
旨である。 

・第 1条の例外を明記する趣旨でもある。 
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〔参考例 2〕「共同研究契約書逐条解説」 
 

共同研究契約書  
 
  ○○大学法人○○大学(以下「甲」という。) と ○○○○○○(以下「乙」という。) は、次の各条によ

って共同研究契約を締結するものとする。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (定義) 

 第 1条 本契約書において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。 

  一 「研究成果」とは、本契約に基づき得られたもので、第 5条に規定する実績報告書中で成果として確

定された本共同研究の目的に関係する発明、考案、意匠、著作物(プログラム及びデータベースに係

るものに限る。) 、有体物(実験動物、試薬、材料、サンプル等) 、ノウハウ等の技術的成果をいう。 

  二 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。 

   イ 特許法(昭和 34 年法律第 121 号)に規定する特許権、実用新案法(昭和 34 年法律第 123 号)に規定

する実用新案権、意匠法(昭和 34 年法律第 125 号)に規定する意匠権、商標法(昭和 34 年法律第 127

号)に規定する商標権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和 60 年法律第 43 号)に規定する

回路配置利用権、種苗法(平成 10 年法律第 83 号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利

に相当する権利 

   ロ 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に

規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配

置に関する法律第 3 条第 1 項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第 3 条

に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利 

   ハ 著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下

「プログラム等」という。) の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利 

   ニ 次に掲げるもののうち、学術的、財産的、その他の価値を有する研究成果としての有体物(以下｢有

体物｣という。) に係る財産権 

① 本共同研究において創作又は取得されたものであって、本共同研究の目的を達成したことを示す

もの 

② 本共同研究において創作又は取得されたものであって、①を得るのに利用されるもの 

③ ①又は②を創作又は取得するに際して、派生して創作又は取得されたもの 

④ ①から③について記録、記載した電子記録媒体及び紙記録媒体等に該当するもの 

ホ 秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、

特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。) 

 2 「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考

案、意匠権、商標権、回路配置利用権及びプログラム等の著作物の対象となるもの並びに研究成果として

の有体物については創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウの対象となるものに

ついては案出をいう。 

 3 「知的財産権の実施」とは、特許法第 2条第 3項に定める行為、実用新案法第 2条第 3項に定める行為、

意匠法第 2条第 3 項に定める行為、商標法第 2条第 3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関す

る法律第 2 条第 3項に定める行為、種苗法第 2 条第 5 項に定める行為、著作権法第 2条第 1項第 15 号及

・当事者として義務を負う主体を明確にする。 
・当事者の意図及び契約履行の意思を確認する。 
・法人格を確認する。（株式会社、国立大学法人、独立行政法人・・・） 
・個人は、相続問題等から当事者として不適格であり、できるだけ当事者に加えない方が良い。 
・通常は、当事者数が２～３の例が多いと思われるが、業界団体での共同研究の場合、１０を超える例

もある。 
・本契約書の末尾（別表の前）に、「※注 この契約書は、本学の提示案であり、学外機関等との協議

で必要に応じて条文を加除・修正できる。」としている。大学としての基本的な立場を維持しつつあ

る程度柔軟に対応してよい。 

＊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 
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び同項第 19 号に定める行為並びに有体物及びノウハウの使用をいう。 

 4「研究担当者」とは、本共同研究に従事する甲又は乙に属する本契約書別表に掲げる者及び第 4 条第 3 項

に該当する者をいう。又、「研究協力者」とは、本契約書別表に掲げる者及び第 4 条第 3 項記載以外の者

であって、第 24条に従って本共同研究に協力する者をいう。「研究代表者」とは、第 4条第 2項に基づき

指名される者であって甲及び乙それぞれで行われる本共同研究を総括する者をいう。「学外共同研究員」

とは、乙の研究担当者のうち本契約に基づき甲の研究実施場所において本共同研究に従事する者をいう。 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (共同研究の題目等) 

 第 2条 甲及び乙は、次の共同研究を実施するものとする。 

  (1)研究題目 

  (2)研究目的 

  (3)研究内容 

  (4)研究分担 「別表のとおり」 

  (5)研究スケジュール(※研究の進行予定を詳細に記す必要がある場合に記載) 

  (6)研究実施場所 

  (7)その他(※特記事項がある場合に記載） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (研究期間) 

 第 3条 本共同研究の研究期間は、令和  年  月  日から平成  年  月  日までとする。 

 

 

 

 

・契約書の中で度々使用される語句及び語義に幅がある語句は、あらかじめ定義しておくことで、各

条項の内容を明確にできる。 

 ・共同研究の成果に含まれる知的財産にはいろいろな種類があり、それぞれ権利保護の根拠となる法 

律がある。これらの関係を明確にしておく。 

  ・研究の内容により、契約の対象範囲を①発明、考案及び意匠②プログラム著作物及びデータベース 

著作物 ③ノウハウ④研究マテリアル⑤商標⑥半導体回路配置⑦種苗のうち、いくつかのものに限 

定することもある。 

・例文では、有体物として研究者の研究の現状を考慮してバイオ研究マテリアルに限定することなく

広く定義している。 

・受託研究の場合と異なり、第 1条 4号に｢学外共同研究員｣の定義を加えている。 

・共同研究の対象範囲（scope）と方法（manner）を明確にする。後に生み出される研究成果と密接 
に関係することから、より具体的に、研究題目（テーマ）、研究目的、研究内容、研究分担、研究 
スケジュール、研究実施場所等を明記する。 

・基本的な点は、本文に記載することが望ましい。本契約書では、「別表」において研究の分担、研 
究経費の分担を含め、これらの詳細を記載することになっている。 

・共同研究を円滑に推進すること及び後日契約についての争いになった際の対応を考慮し、次の点 
に留意しておきたい。 

 －目的には、共同で実施することの趣旨・狙いを織り込む。（相互補完/補強/スピードアップ等） 
－研究内容は、できるだけ具体的に明記し、他の研究の範囲との区分を明確にする。 
－研究を段階的に推進する必要がある場合は、第１ステップ､第２ステップ・・・ごとに明記する。 
－研究分担は、個別の研究項目ごとに、研究業務の分担責任を明確にする。 

(例)◎責任者・実施者、○実施者、△協力者 
・大学と企業の共同研究において、基礎的研究が中心となる場合、研究の大部分は大学側で実施し、

企業側の研究員が協力する形が多い。 

・本契約書では、研究期間と契約の有効期間を同一にしているが（第 27条参照）、研究前の準備期 

間及び研究終了後の研究成果をまとめる期間等を考慮すると、契約の有効期間は、研究期間＋α 

がの望ましい。下記「契約の有効期間」の項を参照されたい。 
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(共同研究に従事する者) 

 第 4条 甲及び乙は、それぞれ別表に掲げる者を本共同研究の研究担当者として、研究における役割を明確

にして参加させるものとする。ただし、合理的な理由がある場合には、研究担当者及び研究における役割

について変更又は追加を行うことができる。 

 2 前項に規定する甲及び乙の研究担当者のうち、甲及び乙はそれぞれ各 1名を研究代表者として指名する。 

 3 甲は、乙の研究担当者のうち甲の研究実施場所において本共同研究に従事させる者を学外共同研究員と

して受け入れるものとする。 

 4 甲及び乙は、研究担当者の変更又は追加を行う場合には、あらかじめ相手方に書面により通知するもの

とする。 

 
 
 
 
 
 
 
 (実績報告書の作成) 

 第 5条 甲及び乙は、双方協力して、本共同研究の実施期間中に得られた研究成果について、実績報告書を

本共同研究期間満了日の翌日から 30 日以内に取りまとめるものとする。 

 2 前項に基づき取りまとめられる実績報告書は 2 部作成するものとし、甲及び乙がそれぞれ保管するもの

とする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (ノウハウの指定) 

 第 6条 甲及び乙は、協議の上、前条に規定する実績報告書に記載された研究成果のうち、ノウハウに該当

するものについて、速やかに指定するものとする。 

 2 ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。 

 3 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上決定するものとし、原則として、本共同研究完了の翌日から起

算して 3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長

し、又は短縮することができる。 

 
 
 

・例文では、研究担当者の役割の明確化に言及している。研究を効果的に推進し、成果に対する個人 
的寄与度を明確にさせる趣旨である。研究の進捗状況によっては、相手方に対し、研究者の変更を 
求める根拠ともなり得る。 

・本契約書では、乙の研究者の中から、特定された研究者を学外共同研究員として受け入れることを

想定している。 

・実績報告書の様式は、当事者同士の協議で定められる例が多いと思われる。 

・研究終了後一定期間内に報告する必要があることから、それまで定期的（四半期・半年単位等） 

に研究成果を確認するステップを踏むことが望ましい。 

・技術的あるいは学術的知見の報告の視点のほか、知的財産の視点からのまとめをしておくことで、 

知的財産権の扱いを的確に確認できる。 

・書面で確認し、文書ファイルや電子データとして保存できるようにする。 

・例文では、共同研究期間終了後 30 日以内に報告書を作成することとしている。 

・本契約書においては、成果自体についての帰属についての規定はないが（知的財産権の帰属につい 

ては第 14条参照）、これをあらかじめ規定しておくこともある。その場合は、次の点に留意したい。 

－研究成果に至る過程におけるお互いの貢献度が、あらかじめ五分五分であると予測できる場合は、 

原則共有とすることでよい。 

 －状況により、単独成果又は共有成果が生じ得る場合は、原則共有という規定ではなく、単独成果 

か共有成果かを確認する規定にする必要がある。 

 －単独の成果であることを主張する側は、相手方に対し書面で合理的に説明できる準備が必要であ 

る。 

 

近年、研究開発の過程で生み出されるデータに関し、その取扱いについて検討がなされている。 

→国立研究開発法人におけるデータポリシー策定のためのガイドライン～解説資料～平成 31 年 4 月 2 日内閣府政策

統括官（科学技術・イノベーション担当） 
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(研究経費の負担) 

 第 7条 甲は、別表区分甲に掲げる研究経費を負担するものとする。 

 2 乙は、別表区分乙に掲げる研究経費を負担するものとする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・ノウハウは、一般に「特許権等の対象とならない技術情報のうち、秘匿が可能なものであって、か 

つ財産的価値のあるもの」をさす。（第 1条第 1項二ホ参照）具体的な例で言うと、製造技術、設計 

図、実験データ、研究レポート等が考えられる。 

・不正競争防止法に規定される営業秘密に該当する。①秘密として管理されている②有用性がある③ 

公然と知られていないことが要件となる。 

 ・指定に際しては、紙ファイルや電子データで特定し、秘密資料であることの目印をし、物理的に把 

握できる状況にしておく必要がある。 

・本契約書では、ノウハウの財産的価値を維持する観点から、研究成果の公表（第 23 条参照）の対象 

から除外することとしている。 

 ・大学の場合、研究経費は、直接経費と間接経費に分けて積算される。直接経費の中に、本来であれ 

ば学内研究者（教授・准教授等）の人件費も計上されるべきであるが、慣行的に（教育と研究が 

本務であり、共同研究はそれに含まれないとの認識と思われる。）計上されていない。改善すべき 

点であろう。 

・なお、「産学官連携による共同研究強化のためのガイドライン 平成 28 年 11 月 30 日 イノベーション

促進産学官対話会議 事務局 [文部科学省高等教育局/文部科学省科学技術・学術政策局/経済産業省産業技術環

境局]」において、大学と企業との「組織」対「組織」の「本格的な共同研究」に向けた産学官での

挑戦の観点から、費用面の積算に当たり、大学研究者の人件費を考慮すべき要素として記述されて

おり、例示された「名古屋大学 指定共同研究制度（概要）」の中に、「アワー・レートによる積算例」

が記載されている。今後、各大学も係る方向を目指して検討していくことになろう。 

・「知的財産推進計画 2019」において、次の方針が示されるようになった。 

「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）」 

  上記ガイドラインの流れであろう。「知的財産推進計画 2020」でも継続されている。（工程表 16番） 

・上記に関連し、MEXT・JST 資金が、大手の大学のオープンイノベーション機構創設（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 

・間接経費については、一般の企業と同様に、大学であってもその運営に要する一般管理費が必要と

なり、それ以外にも付随的に費用が発生する。直接経費の 10～30％を目安としているところが多い

と思われる。大学間で競争となる研究テーマの場合、減額を余儀なくされるケースもある。 

・本契約書では、本契約書別表※3に「間接経費として、直接経費（直接研究に必要な経費）の 10％

を計上する。間接経費は、○○大学の研究環境の改善、産学官連携の機能向上等を目的に充てるこ

ととする。」と記載している。なお、受託研究契約書においては 30％にしている。 

・共同研究に要する「ひと」「もの」「かね」の負担は、基本的には当事者間で対等になされるべきで

ある。 

・当事者間で、その負担に差が生じる場合は、研究成果に係る権利の持分割合に反映されるべきであ

る。 

 

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。 
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(研究経費の納付) 

 第 8条 乙は、別表区分乙に掲げる研究経費を甲の発する請求書により、当該請求書の発行の日から起算し

て 20日以内に納入しなければならない。 

 2 乙が所定の納入期限までに前項の研究経費を納入しないときは、納入期限の翌日から納入の日までの日

数に応じ、その未納額に年 5％の割合で計算した延滞金を納入しなければならない。 

 
 
 
 
 
  （注）民法（債権関係）改正法により、法定利率は、5％から 3％に改定されている。 
  

(経理) 

 第 9条 前条の研究経費の経理は甲が行うものとする。ただし、乙は本契約に関する経理書類の閲覧を甲に

申し出ることができる。甲は乙からの閲覧の申し出があった場合、これに応じなければならない。 

 
 
 
 
 (研究経費により取得した設備等の帰属) 

 第 10 条 別表に掲げる研究経費により取得した設備等は、甲に帰属するものとする。 

 
 
 
 (施設・設備の提供等) 

 第 11 条 甲及び乙は、別表に掲げる施設・設備を本共同研究の用に供するものとする。 

 2 甲は、本共同研究の用に供するため、乙から別表に掲げる乙の所有に係る設備を無償で受け入れ、共同

で使用するものとする。なお、甲は、乙から受け入れた設備について、その据付完了の時から返還に係る

作業が開始される時まで善良な管理者の注意義務をもってその保管にあたらなければならない。 

 3 前項に規定する設備の搬入及び据付けに要する経費は、乙の負担とする。 

 

 
 
 
 
 
 (研究の中止又は期間の延長) 

 第 12 条 天災その他研究遂行上やむを得ない事由があるときは、甲乙協議の上、本共同研究を中止し、又

は研究期間を延長することができる。この場合において、甲又は乙は、本共同研究の中止等に伴い相手方

に生じる損害について、責任を負わないものとする。 

 
 
 
 
 
 (研究の完了又は中止等に伴う研究経費等の取扱い) 

 第 13 条 本共同研究を完了し、又は前条の規定により本共同研究を中止した場合において、第 8条第 1 項

の規定により納入された研究経費の額に不用が生じた場合は、乙は、甲に対し不用となった額の返還を請

求できる。甲は、乙からの返還請求があった場合、これに応じなければならない。 

 2 甲は、研究期間の延長により納入された研究経費に不足を生じるおそれが発生した場合には、直ちに乙

に書面により通知し、甲及び乙は、不足する研究経費の負担について協議するものとする。→＊追加の例 

 

 ・「当該請求書に定める支払期限までに」として柔軟に考えてもよいと思われる。 

・・民間同士の共同研究の場合、遅延損害金の条項を特に定めることはないと思われるが、大学の場合、 

資金ﾌﾛｰを円滑に行うため（国の時代からの慣行で）設定しているものと考えられる。 

 ・本条第 2項の削除の議論もあったが、財務部門からの要望で残した経緯がある。 

・経理の透明度を高めるための共同研究先の帳簿閲覧権の設定であり、公平性に留意した条項である。

このような条項がない場合も多いと思われる。 

・研究経費により取得した動産・不動産の所有権が大学にあることを明確にしている。 

 ・施設・設備を無償で受け入れた大学の善管注意義務を明確にしており、公平性に留意した条項であ 

る。 

 ・研究完了又は中止等に伴い、乙から提供を受けた設備の返還手続きに関しては、第 13条 3項に記載 

がある。 

・天災その他研究遂行上止むを得ない事由があるときは、甲乙協議の上研究の中止又は期間の延長を 
行なうことができる。 

・係る事由に基づく損害については、両当事者の免責を規定している。 



38 

 

 

 

 

 3 甲は、本共同研究を完了し、又は中止したときには、第 11 条第 2項の規定により乙から受け入れた設備

を本共同研究の完了又は中止の時点の状態で乙に返還するものとする。この場合において、撤去及び搬出

に要する経費は、乙の負担とする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 (知的財産権の出願等) 

 第 14 条 甲及び乙は、本共同研究の実施に伴い発明等が生じた場合には、速やかに相手方に通知しなけれ

ばならない。 

 2 甲及び乙は、本共同研究の実施により得られた知的財産権が、自己の研究担当者又は研究協力者に帰属

する場合(その知的財産権が共有である場合も含む。) 、甲及び乙それぞれの規則等によりその承継を受

けるものとする。 

 3 甲又は乙はそれぞれ、自己に属する研究担当者又は研究協力者が、本共同研究を行う過程で、単独で発

明等を行った場合は、単独で出願等の手続を行うことができるものとする。 

   ただし、当該発明等に係る知的財産権(著作権、有体物に係る財産権及びノウハウを除く。以下本条に

おいて同じ。) に関する出願等の前に、あらかじめ相手方の確認を得るものとする。この場合、出願手続

き及び権利保全に要する費用は、出願等を行おうとする者が負担するものとする。 

 4 甲及び乙は、甲に属する研究担当者及び乙に属する研究担当者が本共同研究の結果共同して発明等を行

った場合、当該発明等に係る知的財産権に関する出願等を行おうとするときは、当該知的財産権に係る甲

及び乙の持分を協議して定めた上で、別途締結する共同出願等契約にしたがって共同して出願等を行うも

のとする。 

   ただし、甲又は乙が当該知的財産権を相手方から承継し、単独で所有するに至った場合は、甲又は乙は

単独で出願等を行うことができるものとする。この場合、出願手続き及び権利保全に要する費用は、出願

等を行おうとする者が負担するものとする。 

 5 著作権、有体物に係る財産権及びノウハウの取扱いについては、第 6 条に規定するもののほか、甲乙協

議の上、別に定めることができる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ・不用となった研究費用の精算、研究経費が不足した場合の扱いについての規定である。両当事者間 

で、研究内容の進捗状況、研究成果等を考慮の上協議決定することになろう。 

 ・旧ひな型では、「不用となった場合、本学が返還することができる。」と規定してあったため、企業側 

    から不評を買っていた。（予算管理を円滑にする目的であったと思われる。） 

・乙から提供を受けた設備の返還手続きの規定もある。 

 

・発明に関しては、着想（アイディア）を誰がなしたかで、一次的にいずれの当事者がどれだけの権

利があるかを見定め、その上で、当該知的財産権に関して、確保、維持、活用等の観点からの貢献度

を考慮して権利の持分を定めることになる。 

・例文では、単独発明については、一方の当事者が、相手方の事前の確認の下で単独で出願すること 

ができるとしており、共同発明については、出願の段階で相互の持分を協議の上、共同出願契約を 

締結することとしている。 

・単独発明か共有発明に関して、次のように規定することもある。 

 「甲又は乙が単独でなした発明等に係る本知的財産権～甲乙それぞれの単独所有とする。」 

「共有の本知的財産権は、甲乙それぞれの発明者の当該発明に対する寄与度及び甲乙双方の貢献度

を踏まえて甲乙協議のうえ決定された持分において共有するものとする。」 

・特許出願手続きは、通常の場合特許事務所を介して行うので、手続き担当の当事者は、タイムリー 

に責任を持って連絡を取り合う必要がある。 

・プログラムやデータベースが生み出されるような場合、著作権についても、その帰属を規定するこ 

ともある。 

＊追加規定（案）：「この場合において、乙が、当該不足額の追加負担をしないときは、甲は、乙との協議の結果

を踏まえ、本共同研究を中止することができる。」 
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 (外国出願等) 

 第 15 条 前条の規定は、外国における発明等に関する知的財産権(著作権、有体物に係る財産権及びノウハ

ウを除く。) の設定登録出願、権利保全等(以下「外国出願等」という。) についても適用する。 

 2 甲及び乙は、外国出願等を行うにあたっては、双方協議の上行うものとする。 

 
 
 
 
 
 
 (独占的実施) 

 第 16 条 甲は、本共同研究の結果生じた発明等であって第 14 条第 3 項又は同条第 4 項ただし書きの規定

により甲に承継された知的財産権(著作権、有体物に係る財産権及びノウハウ並びに次項に規定するもの

を除く。以下「甲に承継された知的財産権」という。) を、次条に定める場合を除き、自己実施せず、か

つ、乙又は乙の指定する者から独占的に実施したい旨の書面による申し出を受けた場合には、当該知的財

産権を出願したときから 5 年間独占的に実施させることを許諾することとし、具体的な条件は実施契約

で定める。 

 2 甲は、本共同研究の結果生じた発明等であって甲及び乙の共有に係る知的財産権(以下「共有に係る知的

財産権」という。) を、次条に定める場合を除き、自己実施せず、かつ、乙又は乙の指定する者から独占

的に実施したい旨の書面による申し出を受けた場合には、当該知的財産権を出願したときから 5 年間独

占的に実施させることを許諾することとし、具体的な条件は実施契約で定める。 

 3 甲は、乙又は乙の指定する者から前 2項に規定する独占的に実施する期間(以下「独占的実施期間」とい

う。) を更新したい旨の申し出があった場合には、更新する期間について、甲乙協議の上、定めるものと

する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・外国出願権についても、甲乙協議することとしている。 

・ある大学においては、現段階では JST の外国出願支援制度により、支援決定となった案件のみ外 

国出願することを原則としている。そのことを踏まえて、相手方と交渉する必要がある。本契約書 

では、別途協議するとしている。 

・例文では、企業と大学との信頼関係に裏打ちされたパートナー優先の考え方に立ち、企業が独占的

実施権を希望する場合、それを認めることとしている。 

・大学の単独成果に基づく単独出願、それから得られた特許権も、共同研究が契機となってなされた 

ものであることから、相手方が自らの単独成果及び共有成果に合わせてこれを必要とする場合、相 

手方がこれに応じるのは合理的である。 

・特許法上「専用実施権」（同法第 77 条）及び「通常実施権」（同法第 78 条・79条）の定めがある。 

16 ページ「〔参考〕専用実施権と通常実施権の違い」を参照されたい。本条は、「独占的通常実施権」

を意図しているものと推察される。 

なお、企業間のビジネスでは、知的財産権に基づく物の製造・販売やサービスの提供（いわゆる実

施）に関し、「独占的実施権（exclusive right）」「非独占的実施権（non-exclusive right）」とい

う概念を用いて契約条項を規定することも多い。 

・これまで大学の契約書ひな型では、「優先的実施」という用語が用いられることが多くあったが、こ

の概念は、「大学が知的財産権を一定期間相手方に実施許諾し、その期間内は第三者には実施許諾し

ない。」という意味と解されるが、「優先」の意味があいまいであり、議論があり得る。なお、海外

の契約では、「right of first refusal」という考え方もある。 

 ・独占的実施期間をどのくらいの期間にするのかは、事業分野、相手方企業の事業展開の状況等を勘 

案する必要がある。本契約書では、5年間としている。 

（注）甲（大学）の単独発明に係る単独特許出願及び甲及び乙（企業）の共同発明に係る共同特許出願に関し、甲と乙

との間で、あらかじめ、当該特許権（特許を受ける権利を含む。）に係る発明ついて、甲が乙に対し、独占的に実施す

ることを許諾するか又は非独占的に実施することを許諾するかを定め、それにより出願費用の負担の形態を協議する

例がある（独占→全額企業負担等）。 
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 (第三者に対する実施の許諾) 

 第 17 条 甲は、乙又は乙の指定する者が、甲に承継された知的財産権を、前条第 1 項及び第 3項に規定す

る独占的実施期間中その第 2 年次以降において正当な理由なく実施しないときは、乙又は乙の指定する

者の意見を聴取の上、乙及び乙の指定する者以外の者(以下「第三者」という。) に対し当該知的財産権

の実施を許諾することができるものとする。 

 2 前項の規定は、乙又は乙の指定する者が共有に係る知的財産権を前条第 2 項及び第 3 項に規定する独占

的実施期間中その第 2 年次以降において正当な理由なく実施しないときについて準用する。 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(持分の譲渡等) 

 第 18 条 甲又は乙は、本共同研究の結果生じた発明等であって、甲若しくは乙に承継された知的財産権又

は共有に係る知的財産権の自己の持分を、甲乙協議の上、指定した者に限り譲渡又は専用実施権等の設定

ができるものとし、別に定める契約により、これを行うものとする。 
 
 
 
 
 
 
 (実施料) 

 第 19 条 甲に承継された知的財産権を乙又は乙の指定する者が実施しようとするときは、乙は別に実施契

約で定める実施料を甲に支払わなければならない。 

 2 甲及び乙の共有に係る知的財産権を乙又は乙の指定する者が実施しようとするときは、乙は、甲が自己

実施しないこと並びに甲及び甲の研究者の発明に対する貢献に適正に報いることの重要性を認識し、別に

実施契約で定める実施料を甲に支払わなければならない。 

 3 甲及び乙の共有に係る知的財産権を乙の指定する者又は第三者に実施させた場合の実施料は、当該知的

財産権に係る甲及び乙の持分に応じて、それぞれに配分するものとする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・相手方に独占的実施を許諾した場合でも、大学の側から見て、第三者に知的財産権を実施許諾する

ことを考えたい事情が発生することがある。相手方が積極的に事業活動をせず当該知的財産権を塩

漬けにするような場合である。その様な場合の、大学の権利を留保しようとする規定である。 

・本来、大学だけの判断でもよいとも考えられるが、諸般の事情を正確に把握する意味で、相手方の 

意見の聴取（同意ではない。）の手続きをとるべきこととしている。 

・製薬事業のような事業においては、自ら事業を独占したい場合もあり、第三者への実施許諾を禁じ 

る取り決めをすることもある。 

・旧ひな型では、「正当な理由」と「公共の利益を著しく損なう場合」の 2つのケースを想定していた 

が、本契約書においては、後者の場合はまれであることから、前者のみ規定している。 

 ・共同研究の成果としての知的財産権等を活用するため、第三者にそれぞれの権利の持分の譲渡や専 
用実施権の設定をすることもある。持分の譲渡や専用実施権の設定は、財産の処分に類する行為で 
あり、他方の当事者がそのライバルに譲渡や専用実施権の設定することを好まないのは当然であ 
る。このために協議条項となっている。 

・大学と企業との共同研究の場合、事業のために研究成果を実施できるのは企業であり、大学はそれ 

ができない。このために、企業が共有特許を実施する場合、大学は企業からから応分の実施料を受

け取る立場にある（いわゆる不実施補償料といわれるもの）。この点に関して、近年多くの大学と企

業側との間で論争があり、企業側は、特許法第 73条 2 項の原則等適用を援用し、極力この実施料の

支払いを避けようとする動きとなっている（特に、大手の電機会社、自動車会社等）。大学としては、

「研究成果に基づく利益の合理的な配分」という考え方に立つべきである。 

・上記ひな型では、企業サイドの実施料の支払い義務に加え、契約当事者のいずれかが、共有の知的財

産権を第三者へ実施許諾し、ロイヤルティを得た場合、当事者間で持分に応じて分配するように規

定している。 

（注 1）（国立研究開発法人）産業技術総合研究所は、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した（いわゆる不実施補償の廃止）。 
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 (特許料等) 

 第 20 条 甲及び乙は、共有に係る知的財産権に関する出願等費用、特許料等(以下「出願費等」という。)

をそれぞれ持分に応じて負担するものとする。 

 2 甲又は乙は、相手方が前項に規定する出願費等を負担しないときは、当該知的財産権に係る相手方の持

分を自己に譲渡するよう請求することができるものとし、請求を受けた者は、速やかに譲渡に応じるもの

とする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 (情報交換・進行状況報告) 

 第 21 条 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料等を相互に無償で提供又は開示するものとす

る。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りでは

ない。 

 2 甲及び乙は、あらかじめ返還を条件に提供された資料等を、本共同研究完了後又は本共同研究中止後、

相手方に返還するものとする。 

 3 甲及び乙は、必要に応じ進行状況報告会を開催し、本共同研究の進行状況について報告を行うとともに

進行その他について協議を行う。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・例文では、共有の知的財産権に係る出願等費用、特許料等は、持分に応じて負担することを規定し 

ている。 

・大学によっては、これらの費用の全額を企業に負担を求め、コスト負担を軽減する方法をとる 

ところもあるが、本契約書では、これらの費用について応分の負担をしつつ他の側面において、応 

分の権利主張をできる余地を残す方法をとっている。 

 

・共同研究を円滑に推進するための相互の協力義務である。第三者制約のある情報は、確認の上除外

しておく必要がある。 

・契約の当事者がそれぞれ共同研究のために開示又は提供する資料等に関し、開示又は提供する時点

において当該資料が自分のものであることを、後日争いがあったときに立証する手段として、技術

封印という方法がある。タイムスタンプサービス活用の方法もある。 

－技術封印は、産業財産権を受ける権利、プログラム等の著作権、 

ノウハウ等に関係する技術資料等を段ボール箱や封筒に入れて封 

印テープ（封印が押せるテープ）で封印し、その日付を明らかにしておくことにより行う。 

－更に、公証人役場において、公証人による確定日付の付与をしてもらうことにより、その日付を

証明してもらう方法がある。公証人による確定日付の付与は、その文書等がその確定日付を押捺

した日に存在することを証明するものである。なお、そのことをもって、その文書等の成立や内

容についてはなんら公証するものではない。 

・定期的（1ヶ月、3ヶ月、半年等）に進行状況を書面で確認する必要がある。実務的に、どのように

実行していくかあらかじめ確認しておくことが望ましい。 

・契約管理部門が、共同研究推進状況を把握しておく必要がある。 

（注 2）①大学持分の企業への有償譲渡②企業の独占的実施権③企業の非独占的実施権④企業の独占的実施権の優先

的交渉権⑤その他に区分して実施料を設定する例もある。（③と⑤は実施料なしで他の条件） 

（注 3）文部科学省は、平成 29 年 3 月に「さくらツール」（11 類型のモデルとモデルの選択に当たっての考慮要素）、

平成 30 年 4 月に「さくらツール コンソーシアム型モデル契約書 5 類型」を公開した。これを活用することで、大

学と企業との共同研究契約の交渉が、柔軟な考え方の下で、円滑に進められることが期待されている。（14 ページ及

び後記 72～75 ページ【参考資料 1】参照） 

「WIPO PROOF」:2020 年 5 月開設 

「INPIT タイムスタンプ保管サー

ビス」：2021 年 3 月終了。 
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 (秘密の保持) 

 第 22 条 本契約書において秘密情報とは次の各号のいずれかに該当するものをいう。 
一 本共同研究の結果得られた成果のうち、秘密である旨の表示が付された書面、サンプル等の有形物、

又は、有形無形を問わず甲及び乙で秘密情報として取り決め書面により確認されたもの 
二 相手方より秘密の表示がなされた書類、図面、写真、試料、サンプル、磁気テープ、フロッピーディ

スク等により開示された情報 
三 相手方より秘密であることを告げた上で口頭によって開示され、かつ開示後 30 日以内にその要旨を

書面で交付された情報 

   ただし、次のいずれかに該当する情報については、この限りではない。 

 イ 開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報 

  ロ 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報 

  ハ 開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報 

  ニ 正当な権限を有する甲及び乙以外の者から守秘義務を負うことなく適法に取得したことを証明で

きる情報 

   ホ 相手方から開示された情報によることなく独自に開発、取得していたことを証明できる情報 

ヘ 書面により事前に相手方の同意を得た情報 

2 甲及び乙は、本共同研究の実施に当たり、秘密情報について、別表の研究担当者以外に開示又は漏洩し

てはならない。 

3 甲及び乙は、秘密情報について、当該研究担当者がその所属を離れた後も含め別表の研究担当者以外の

者に開示又は漏洩しない義務を、当該研究担当者に対し負わせるものとする。 

4 第 2 項の規定にかかわらず、甲及び乙は別表の研究担当者以外の秘密を知る必要のある甲及び乙［(乙の

連結子会社である○○○○株式会社を含む。) 、又は、(乙の親会社である○○○○株式会社を含む。) 

(注)必要がある場合に［ ］を挿入。］それぞれの役職員に対して、当該役職員がその所属を離れた後も

含め本条に規定する秘密保持義務を遵守する義務を課した上で、秘密情報を開示することができる。 

5 甲及び乙は、秘密情報を本共同研究以外の目的に使用してはならない。ただし、書面により事前に相手

方の同意を得た場合はこの限りではない。 

6 第 2 項から第 5 項の有効期間は、第 3条の本共同研究開始の日から研究完了後又は研究中止後 3年間と

する。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (研究成果の取扱い) 

 第 23 条 甲及び乙は、本共同研究完了(研究期間が複数年度にわたる場合は各年度末)の翌日から起算し 6

ヶ月以降、本共同研究によって得られた研究成果(研究期間が複数年度にわたる場合は当該年度に得られ

た研究成果)について、前条で規定する秘密保持の義務を遵守した上で開示、発表又は公開すること(以下

・秘密保持の対象を「すべての情報」とすることは管理上からは無意味であり、「秘密として特定した

情報」として「丸秘」「confidential」等のマークを付して、実質的に管理可能とすべきである。例

文では、そのことを明示している。 

・共同研究の成果も秘密保持の対象とすべきである。例文では、そのことを明示している。 

  ・契約有効期間終了後の守秘義務の期間は、対象技術の陳腐化の程度を考慮して、合理的な範囲にす 

る必要がある。ライフサイクルの短いものは短期間（2～3年）で、それ以外は 5年程度が目安と 

なろう。本契約書では、3年としている。 

・当該研究の担当者がその所属を離れた場合や退職後の扱いについては、義務化の方法（誓約書等） 

を考える必要がある。 

・例文では、連結子会社・親会社を含む場合も想定し、挿入語句を規定している。 
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「研究成果の公表等」という。) ができるものとする。なお、いかなる場合であっても、相手方の書面に

よる同意なく、ノウハウを開示してはならない。 

2 前項の場合、甲又は乙(以下「公表希望当事者」という。) は、研究成果の公表等を行おうとする日の 30

日前までにその内容を書面にて相手方に通知しなければならない。又、公表希望当事者は、事前の書面に

よる了解を得た上で、その内容が本共同研究の結果得られたものであることを明示することができる。 

3 通知を受けた相手方は、前項の通知の内容に、研究成果の公表等が将来期待される利益を侵害する恐れ

があると判断されるときは、当該通知受理後 14 日以内に研究成果の公表等の対象となる技術情報の修正

を書面にて公表希望当事者に通知するものとし、公表希望当事者は、相手方と十分な協議をしなくてはな

らない。公表希望当事者は、研究成果の公表等により将来期待される利益を侵害するおそれがあると判断

される部分については、相手方の書面による同意なく、研究成果の公表等をしてはならない。ただし、相

手方は、正当な理由なく、係る同意を拒んではならない。 

4 第 2 項の通知しなければならない期間は、本共同研究完了後の翌日から起算して 2年間とする。ただし、

甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。 

5 本共同研究の研究期間中及び本共同研究完了の翌日から起算して 6 ヶ月未満においては、研究成果の公

表という大学の社会的使命を踏まえ、甲は、前条で規定する秘密保持の義務を遵守した上で乙の同意を得

た場合は、研究成果の公表等ができるものとする。この場合、甲は、研究成果の公表等を行おうとする日

の 30日前までにその内容を書面にて乙に通知し同意を求めるものとする。 

6 第 2 項、第 3項及び前項に規定する通知は、甲及び乙の研究代表者間の通知をもって足りるものとする。 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(研究協力者の参加及び協力) 

 第 24 条 甲乙のいずれかが、本共同研究遂行上、研究担当者以外の者の参加又は協力を得ることが必要と

認めた場合、相手方の同意を得た上で、当該研究担当者以外の者を研究協力者として本共同研究に参加さ

せることができる。 

2 研究担当者以外の者が研究協力者となるに当たっては、当該研究担当者以外の者を研究協力者に加える

よう相手方に同意を求めた甲又は乙(以下「当該当事者」という。) は、研究協力者となる者に本契約に

・大学サイドの発表のニーズの方が高いと思われるが、発表に際しては、両当事者にとり好ましい状 

 況で成される必要がある。 

・特許出願前の外部発表は避けなければならない。（自殺発明の回避） 

・特許出願の未公開期間（出願日から１年半）は、できるだけ外部発表をさけたほうがよい。（類似発 

明の防止、追加発明の検討期間） 

・大学の研究者の場合、学会発表を優先する傾向にあり、常に学会発表時期を考慮した出願戦略を立 

てる必要がある。 

・新規性喪失の例外適用（特許法第 30条）は、基本的に好ましいものではない。 

・大学の場合、他方で大学の技術シーズを産業界のニーズとマッチングさせる必要があることから、

早い段階で公開したい場合もあり、管理の兼ね合いに難しさがある。 

・例文では、契約当事者間で発表までのやりとりのプロセスを詳細に規定しており、これを実務的に

定着させていく必要がある。 

 

共同研究期間 1年 6 ヶ月 

本学は相手方の 30 日前の

同意得て公表 

公表者が相手方に公表の 30 日前までに通知 

→相手方は公表者に 14日以内に修正通知・公表 

終了後 2 年
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基づき当該当事者が負う義務と同様の義務を遵守させなければならず、当該研究協力者になる者によるそ

の義務の履行につき責任を持つものとする。 

3 前項における当該当事者は、研究協力者となる者との間で、本研究への参加に先立ち、本契約に基づき

当該当事者が負う義務と同様の義務の遵守に関して、書面による合意を得るものとする。 

4 研究協力者が本共同研究の結果、発明等を行った場合は、第 14 条の規定を準用するものとする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(契約の解除) 

 第 25 条 甲は、乙が第 8 条第 1 項に規定する研究経費を所定の納入期限までに納入しないときは、本契約

を解除することができる。 

 2 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、催告後 7 日以内に是正されないときは本契約を解除するこ

とができるものとする。 

  一 相手方が本契約の履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき 

  二 相手方が本契約に違反したとき 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (損害賠償) 

 第 26 条 甲又は乙は、相手方(その研究担当者及び研究協力者を含む。) による本契約上の義務の不履行に

よって損害を被ったときは、その賠償を請求できるものとする。ただし、相手方に故意又は重大な過失が

認められない場合はこの限りではない。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (契約の有効期間) 

 第 27 条 本契約の有効期間は、第 3 条に定める期間とする。 

 2 本契約の失効後も、第 5条及び第 6条、第 13条から第 24 条、前条及び第 29条の規定は、当該条項に定

める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。 

 
 
 

・研究担当者は、「定義」のところ（本契約書では第 1条第 4項）で特定されるが、研究の途中で研 

究担当者以外の者の参加・協力が必要となる場合、両当事者協議の上でこれに加える規定である。 

企業側としては、研究スピード、研究成果の内容、第三者への情報流出のおそれ等に関心があると 

思われる。 

 ・いずれかの当事者に研究の上で何らかの関りのある研究者が想定され、全くの第三者である研究者 
は想定されていないと考えるべきであろう。 

  ・債務不履行等の場合、将来に向かって契約関係を解消する趣旨である。例文では、研究経費が契約 
の大きな部分を占めるとの観点から、所定の納付期限までに納付しないときは、大学は、いつでも 
契約を解除できるとあるが、現実には、話し合いがなされることになろう。 

・設備等の貸与がある場合、原状回復の手続きを定めることもある。 
・例文にはないが、次の規定を置く事もある。 
 「第 条 項 甲及び乙は、前項各号に定める場合のほか、いずれの責にも帰さない理由により、 

本契約を継続しがたい特別の事情が生じた場合、甲乙協議のうえ、本契約を解約することができ 
る。」 天災等を指している。 

・一方の当事者が相手方の債務不履行により損害を生じた場合、直接的損害について、相手方に損害 
賠償を求め得ることを規定している。 

 ・一般民法上でも損害を生じさせた相手方に対し損害賠償を請求することは可能であるが、契約書に 
明記することで、拘束性を高める目的もある。 

 ・例文では、過失の場合は除外され、万一の場合の負担を軽減している。 
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 (協議) 

 第 28 条 本契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協議の上、定めるもの

とする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 (裁判管轄) 

 第 29 条 本契約において紛争が生じ、双方の協議により解決しないときの訴えの管轄は、甲の所在地を管

轄区域とする○○地方裁判所とする。 

 
 
 
 
 
 
 

  この契約の締結を証するため、本契約書を 2通作成し、甲、乙それぞれ 1通を保管するものとする。 

 

 

   令和  年  月  日 

 

甲     県  市  町 丁目  番  号      

 ○○大学法人○○大学契約担当役       

産学官連携推進機構長  ○ ○ ○ ○  印  

 

 

 

                     乙    県  市  町 丁目  番  号      

○ ○ ○ ○  印  

 

  
 

  ・本契約書では、契約の有効期間を研究期間と同一にしているが（第 3条参照）、研究期間終了後研 

研究成果をまとめる期間を考慮すると、契約の有効期間は、研究期間＋αが望ましい。 

・契約期間満了後残る義務を確認して、これを的確に管理する必要がある。１つでも義務が残ること 

になれば、共同研究契約という形の契約関係が終了するとしても、別な形で個別の契約関係に立つ 

ことになる。本契約書でも、そのようになっている。 

 ・契約管理上は、契約関係が終了・消滅することを、一定の期間で区切る等、分かりやすい形で確認 

  する方法が望ましい。 

・研究内容に即して、1年、2年、3 年、5年等考えられる。目的の早期達成の観点からは短めにし、 

更に更新の必要があるか検討する形が良い。 

・ある大学の場合、１年単位が多かったが、法人化（平成 16 年 4 月 1 日）後は、複数年の例も出てい 
る。 

・協議は、当事者間での合意を前提としており、日本的解決方法である。 
・合意した事項に関しては、覚書等を締結し、本契約書と一体で運用する。 
・国際契約（英文契約）の場合、通常、仲裁、準拠法等について詳細に規定する。 

・万一訴訟になった場合の裁判管轄をあらかじめ定めておく趣旨である。 

 ・地域的対応の柔軟性を考慮して大学所在地の裁判所とする例が多い。しかし、相手方が全国ベース 

の企業・機関等である場合には、判例の蓄積、代理人（弁護士）の数及び能力、訴訟進行の的確性 

等の点から東京地方裁判所とすることが望ましい。 

 

（準拠法及び管轄） 
第 条 本契約の準拠法は、日本法とする。 
2 本契約において紛争が生じ・・・ 
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※ 注 
 この契約書は、本学の提示案であり、学外機関等との協議で必要に応じて条文を加除・修正できる。  
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別 表 
1．研究題目  

2．研究目的 

及び内容 

 

 

3．分類 ※1  

4．研究実施場

所 

 

 

5．研究期間 令和  年  月  日 から 令和  年  月  日 

6．研究担当者 

区分 氏名※2 所属・職名 本研究における役割 

甲 

   

乙 

   

7．研究経費の

負担※4 

区分 甲※5 乙 

①直接経費 

円 

 

円 

 

②間接経費※3 

 

----- 

円 

 

 

計（①＋②） 

円 円 

 

（うち消費税額及び地方消費税額 

             円） 

8．研究に使用

する設備等 

区分 施設の名称 
設  備 

設備名 規格 数量 

甲 
    

乙 

    

 

※1 「3．分類」には、第 3期科学技術基本計画で定める、以下の重点推進、推進 8分野の区分を記載すること

①ライフサイエンス、②情報通信、③環境、④ナノテク・材料、⑤エネルギー、⑥ものづくり技術、⑦社会

基盤、⑧フロンティア 

※2 研究代表者には※印を、学外共同研究員には◎印を付すこと 

※3 間接経費として、直接経費(直接研究に必要な経費)の 10％を計上する。 

間接経費は、○○大学の研究環境の改善、産学官連携の機能向上等を目的に充てることとする。 

※4 「5．研究期間」が、複数年契約の場合は、「7．研究経費の負担」を年度ごとに区分し、年度ごとの経費の 

負担額を明示する。 

※5 「7．研究経費の負担」の甲欄については、学長裁量経費等、予算措置が明確になされている場合に記載す 

ること。 

【参考】 

 ＊共同研究契約の検討に際し検討対象となり得るその他の条項について、追記する。 

重点推進 4 分野：①②③④ 

推進 4 分野  ：⑤⑥⑦⑧ 
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〇第三者への委託禁止について 

（第三者への委託） 
「第 条 甲及び乙は、前条に定める自己の研究分担の一部又は全部を相手方の文書による事前同意がない限り 

第三者に委託することは出来ない。」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〇第三者との共同研究の制限について 
（第三者との共同研究の制限） 
第 条 甲及び乙は、相手方の同意なくして本研究と同一又は類似の研究を第三者と共同して行い又は第三者か

ら受託してはならない。 
 
 
 
 
 
〇知的財産権の維持保全について 
（知的財産権の維持保全） 
第 条 甲及び乙は、甲乙共有の知的財産権に関して、第三者から無効審判の申し立て又は訴訟を提起された場

合、甲乙協力して防御しこれを排除するように努めるものとする。 
 
 
 
 
 
〇生命倫理等について 
（生命倫理等） 
第 条 本研究で使用する××××の取扱いに際しては、甲及び乙は、それぞれ、本研究を実施する甲及び乙の

各機関の責任において、各機関で取り決められた生命倫理・個人情報保護の規定に基づいて適正な運用を行

うものとする。 
 
 

〇安全保障貿易管理について 
（安全保障貿易管理） 

・第三者への委託を禁じる目的で規定する。 
・一方の当事者が、自らの分担業務の一部を技術的専門性等の観点から、自らと関係のある第三者に委託

することもある。 
・相手方としては、ライバルに技術情報等が漏れることを避ける必要があり、事前同意でチェックする。 
・委託により成された研究成果の帰属が、委託者にあるとするか、委託者と受託者の共有に属するか、明

確にし、当事者間で認識の相違が出ないようにする必要がある。 
・ある大学において、公的機関からの受託テーマを含むテーマで、大学と民間研究機関との共同研究がな

された例があり、その際研究成果の扱い（どこまでが委託研究の成果か？）に混乱が生じた例がある。 
 

・ライバル企業等との連携を制限する目的で規定する。 
・お互いの信頼関係を担保し、相互の力の集中を図る狙いがある。 
・共同研究成果として得られた技術の混交を防ぐ意味もある。（別々のパートナー企業等と同一目的の研

究を行った場合、得られた研究成果が誰のものか判別が困難となり、争いの原因となる。） 

・権利維持保全の目的で規定する。 
・ライバル企業等が先行技術文献等により、特許を無効とすべく特許庁に無効審判を申し立てるのは日常

的に起こり得る。 
・ライセンスの対象となっている特許等の維持保全については特に注意を要する。 
 

・ライフサイエンスの分野において、人権に配慮する目的で規定する。 
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第 条 甲及び乙は、本研究成果をその後の自己の事業等に用いる場合、自己の責任において、全ての関連法規、

規則及び命令（輸出規制貨物又は技術情報の輸出に関する日本国「外国為替及び外国貿易法」を含む。）を遵

守するものとする。 
 
 

〇データの取扱いについて 
（定義） 
第 条 
   「本データ」とは、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）2 条所定の「個人情報」以外

の情報についての電磁的記録（電子的方式、電気的方式その他知覚によっては認識できない方式で作成され

る記録であって、電子計算機による情報処理のように供されるものをいう。）をいう。 

   「各当事者提供データ」とは、本契約締結前から各当事者が利用権限を有し、本共同研究の目的で提供さ

れる本データであって、各当事者について別紙[1]に示されるものをいう。 

   「本成果データ」とは、本共同研究の遂行の過程で、又は、これに関して、創出され、取得され又は取集

される本データであって、別紙[2]に示されるものをいう。 

   「利用権限」とは、データを利用、管理、開示、譲渡（利用許諾を含む。）又は処分することの他データに

係る一切の権限をいう。 

 

 

 
 
 
（データ） 
第 条 各当事者は、当事者提供データについては当該データを提供した各当事者がそれぞれ利用権限を有し、

また、本成果データについては別紙に定めるとおりデータの利用権限を有する者とし、かかる利用権限は、

別紙においてデータ毎にそれぞれ定める。ただし、別紙において特段の定めがないときは、各当事者は、他

の当事者が提供した当事者提供データ及び本成果データについて本共同研究の目的で利用するための利用

権限を有するものとする。なお、各当事者は、事故が提供した当事者提供データ及び本成果データの有用性

及び正確性について保証せず、何らの責任も負わない。 
 
 
 
 
 
〇反社会勢力の排除について 
（反社会的勢力の排除） 
第  条 甲及び乙（法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。）は、相手方に対し、次の各号の事項

を表明し、保証する。 

 ① 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、

暴力団関係企業、総会屋、政治活動・宗教活動・社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これら

・国外への技術流出防止の目的で規定する。 
 

・本共同研究において管理対象とすべきデータについての定義である。 
・「各当事者提供データ」は、別紙[1]において、「本成果データ」は、別紙[2]において特定される必要が

ある。 
・経済産業省は、「限定提供データに関する指針」を公表している。平成 31 年 1 月 23 日） 

 

・データの的確な管理と活用の目的で、利用方法についてについて規定する。 
・別紙において特段の定めがないときは、本共同研究の目的で利用できるとしている。 
・経済産業省は、「限定提供データに関する指針」を公表している。平成 31 年 1 月 23 日） 

・不正競争防止法第 2条 7 項で「限定提供データ」の定義がなされている。 
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に準ずる者（以下、総称して「反社会的勢力」という。）に該当しないこと 

 ② 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結する者でないこと 

   ③ 自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと 

  ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為 

    イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は相手方の信用を毀損する行為 

2   甲又は乙が、次の各号のいずれかに該当した場合は、相手方は、何らの催告なしに本契約を解約するこ

とができる。 

 ① 前項①の確約に反する申告をしたことが判明した場合 

 ② 前項②の確約に反し契約をしたことが判明した場合 

 ③ 前項③の確約に反する行為をした場合 

3   甲又は乙は、前項により本契約を解約したことにより相手方に損害が生じたとしても、一切の損害賠償

義務を負わないものとする。 

 
 
 
 
 
 

・反社会的勢力でないことを相互に表明して保証させ、本契約の解約事由とすることで反社会的勢力の

排除を推進する目的で規定する。 
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〔参考例 3〕「特許共同出願契約書逐条解説」 
 

特許共同出願契約書 

 

○○大学法人○○大学（以下「甲」という。）と、○○大学法人○○大学（以下「乙」という。）とは、甲の職員

及び乙の職員が共同でなした発明の共同出願に関し、次のとおり契約を締結するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

（権利の帰属及び持分） 

第 1 条 甲及び乙は、次に掲げる発明（以下「本発明」という。）に係る特許を受ける権利及びこれに基づき取得

する特許権（以下「本特許権等」という。）を共有するものとする。 

      発明の名称 ：「              」 

2 前項に規定する本特許権等の持分は、甲 50％、乙 50％とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（共同出願手続き及び費用） 

第 2条 甲及び乙は、本発明を共同出願するものとし、本発明の特許出願及びこれに付随する手続きは、甲がこ

れを行うものとする。ただし、審査請求を行うとき又は拒絶理由通知を受けたとき、その他甲乙協議のうえ手

続きすることが適当と認められるときは、甲は、乙と事前に協議するものとする。 

2 前項の手続きに要する出願費、特許料等（以下「出願費等」という。）の費用は、甲及び乙がそれぞれの持分

に応じて負担するものとする。 

3 甲及び乙は、前項に規定する出願費等を負担しないときは、当該本特許権等に係る自己の持分を譲渡する旨

の「譲渡証書」を、甲又は乙のいずれかの譲受するものに提出するものとする。 

 

 

 

 

 

・例文は、大学同士の共同出願の例であるが、大学と企業との共同出願でも基本的に変わるところはない。 

・当事者が 2者ではなく、発明の態様により 3～4者になることもある。真の発明者及び真の権利者を確認

する必要がある。 

・例文では「甲の職員及び乙の職員が共同でなした発明」とあるが、発明には関与しない場合でも権利者の

一人（法人）として共同出願人になることもあるので、その場合には、表現を変える必要がある。 

  (例) 「発明の名称：    を共同して特許出願するにあたり、・・・」 

・発明を特定する。出願前であると出願番号で特定することができないので、発明の名称で特定する。特許

出願手続きの過程で特許明細書の内容とともに、発明の名称を変えることもあるので、連続性が保たれ

るように注意を要する。 

・対象となる権利は、特許法に従い「特許を受ける権利」と「これに基づき取得する特許権」とであるが、

契約の中では、通常まとめて「本特許権等」と定義されて用いられることが多い。 

・持分は、発明に対する発明者の寄与度、それ以外の当事者の技術に対する貢献度等を考慮して決められ

る。発明者の寄与割合と持分割合に差がある場合、それに対する合理的な理由がなければならない。 

 (例)甲の発明者 90％：乙の発明者 10％→甲の持分 50％：乙の持分 50％ 
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（通知） 

第 3条 甲は、前条第１項における手続きを行ったときは、関係書類の写しを乙に送付するものとする。 

 

 

 

 

（本特許権等の維持保全） 

第 4条 甲及び乙は、本特許権等の維持保全に努めるものとする。 

2 本特許権等の維持保全の手続きは甲が行うものとし、本特許権等の維持保全に要する費用は、甲及び乙が、そ

れぞれの持分に応じて負担するものとする。 

 

 

 

 

 

（秘密保持） 

第 5条 甲及び乙は、特許出願公開又は自己の責に帰さない理由により公知となった場合を除き、本特許権等に

関する秘密を保持するものとし、相手方の同意なく第三者（本特許権等の実施者を除く。）に漏らさないものと

する。 

 

 

 

 

 

 

（本特許権等の自己の持分の放棄） 

第 6条 甲又は乙が、本特許権等の自己の持分を放棄しようとする場合は、あらかじめ相手方に対し、その旨を

通知するものとする。 

2 甲又は乙が、第 4 条第 2 項に規定する費用を負担しない場合、その者は、本特許権等の自己の持分を放棄し

たとみなすものとする。 

 

 

・手続きを担当する当事者を明確にする。特許庁との書類のやり取りが、時間の制約を負いながら（期限

が付される。）なされるので、特許事務所とも密接に連携する必要があり、手続き担当当事者は、責任を

持って遂行しなければならない。 

・通常、費用は、持分割合で分担する。大学の場合、費用の負担を軽減する観点から、相手方の企業に全額

負担を求め、その代わり、実施権について企業の要望を満たす方法をとるところもある。 

・外国出願の場合、各国特許庁に提出するための翻訳の費用が多額になるため、その負担をどうするか、

慎重に検討する必要がある。多くの大学の場合、JST の支援制度を活用せざるを得ない。 

・両当事者とも期限の管理を的確に行う必要があることから、手続きを担当する当事者の通知義務を明確

にする。特許事務所を経由して行う場合には、特許事務所に明確に指示しておく必要がある。 

・通常「維持」は、年金納付により権利を継続することを指し、「保全」は、第三者からの特許無効審判や

提訴に対抗して権利を守る実務を指す。例文では、維持保全の手続きは、手続き担当の当事者が行うこ

ととしてあるが、訴訟になった場合は、両当事者が協力して対応せざるを得ない状況も生じ得る。 

・大学として費用軽減を考え得ることについては、第 2条の留意点を参照されたい。 

・特許出願は、出願日から 1年半後に公開される。それまでの間は、その内容は秘密情報になるので、両

当事者とも、秘密保持に努めなければならない。外部にその内容が漏れると、類似の特許出願を誘発す

ることにもなりかねないし、更に良いアイディアを追加した強くて広い権利化の障害にもなる。 

・他方、大学が特定の研究シーズにより早く企業のパートナーを見つけたい場合は、ある程度の内容を第

三者に開示せざるを得ないこともあるので、個別の案件に応じて、最適な対応を考える必要がある。 
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（共有者の実施） 

第 7条 甲又は乙が、本特許権等を実施しようとするときは、別に定める実施契約を締結するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 甲又は乙は、相手方に対し、本特許権等に関し、相手方の事業活動における関わりの状況について報告を求め

ることができる。 
3 甲又は乙は、相手方から前項に基づく求めがあった場合、これに誠実に応じなければならない。 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

（第三者に対する実施許諾） 

第 8条 甲及び乙は、本特許権等を第三者に実施許諾しようとする場合、事前に相手方に書面で通知し、その可

否及び許諾の条件等について別途協議し決定する。 

2 前項の協議に基づき、本特許権等を第三者に実施許諾するときは、甲、乙及び当該第三者間で別に定める実施

契約を締結するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・特許権等の保有に伴い、維持保全費用（年金・特許事務所費用・弁護士費用等）がかかるため、有効でな

い特許権等は、定期的にたな卸しを行い、無駄な費用を省く必要がある。通常権利放棄といわれる実務

である。共有者の一方が権利放棄を行う場合、連絡を密にし、権利関係の円滑な終了手続きを行う必要

がある。 

・本契約書のひな型は、大学同士の共同出願であることから、本特許権等の実施は、研究開発のものに限

定され、事業に伴う実施は、考える余地はない。 

・大学と企業の共同出願の場合、実施は、企業になるので、「いわゆる不実施補償料」を巡る議論は避けて

通れない。共同研究契約や受託研究契約の成果としてなされた特許権等についての契約であれば、その

もととなった契約書に基本的考え方が規定されている。共同出願契約書においても、その考え方で規定

されることになろう。この点については、14 ページ及び 40 ページの関連個所の記述を参照されたい。 

・特に当事者間で議論がなければ、例文のような規定にするのが、一般的である。 

・例文は、大学が自ら第三者と実施許諾契約を締結する場合を想定している。大学によっては、外部 TLOを

活用するところもあるので、その場合は、「技術移転機関の利用」の条項を規定することになろう。例え

ば、次のような規定もあり得る。 

 「第 条 甲又は乙は、本特許権等を第三者に実施許諾しようとする場合において技術移転機関を利用

するときは、当該機関、その利用の形態、利用条件等について、相手方の同意を得なければならない。」 

・大学と企業との特許権等の共有の場合、当該特許権等を事業活動に活用（実施）できるのは企業となる。

企業が係る実施を行うことについて、誠実に大学に連絡するのであれば第 1 項だけでよい。しかし、企

業が大学に連絡がなければ、実際に企業が実施していても大学は知ることができない。大学としても、

企業が当該特許権等を活用しそうか、実際に活用しているかについて確信を持ち、かつ企業にも共有者

たる大学に連絡をさせることの自覚を求める手段として、第 2項及び第 3項を追加規定する方法もある。 
・近年、大学における登録特許件数も増加しており、権利維持年金管理（必要なものについてのみ維持の

視点）も重要となっている。大学としても、共有特許権等の活用状況を常に把握する努力が必要である。 
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（紛争処理） 

第 9条 甲及び乙は、本特許権等に関し、審判、判定若しくは訴訟を提起し又は第三者から提起された場合又は

第三者との間に紛争が生じた場合には、相互に協力してこれに対処するものとする。 

2 甲及び乙は、前項により発生する費用の負担について別途協議し決定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（外国出願） 

第 10 条 甲及び乙は、本発明について外国出願を行おうとするときは、その取扱について別途協議のうえ定め

るものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（改良発明等） 

第 11 条 甲及び乙は、本発明の改良発明等をなし、これらについて特許出願等をしようとするときは、その内

容を相手方に文書で事前に通知しなければならない。 

2 前項の場合、甲及び乙は、それらの発明等の帰属及びその他の取扱いについて別途協議し決定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・特許権等は、無形の財産権であり、物理的把握が困難である性質上、どこまでが権利として容認される

べきか、常に議論が付きまとう。その特許権等に係わりがある事業を行う立場にある企業等は、権利侵

害とされないために当該特許権等を無効審判手続等により、無効にする（つぶす）努力をする。これに

備えて、両当事者があらかじめ協力することを約し、準備をしておく趣旨である。 

・特許権等の取得と維持保全の費用負担は、持分比率が一般的であるが、紛争処理の費用は、その争いの

形態・結末が不透明であり、より合理的な配分を考えて、例文では、別途協議となっている。 

・なお、拒絶査定不服審判は特許法第 121 条に、特許無効審判は特許法第 123 条に、判定は特許法第 71 条

に規定がある。 

・世界的な市場が見込まれる技術の場合、外国出願を考慮する必要がある。外国特許庁に直接出願する方

法（直接出願/パリルート出願）と日本特許庁に国際出願する方法（PCT ルート出願）がある。更に、そ

れぞれにおいてパリ条約に基づく優先権を主張する出願の方法がある。それぞれ要件があり、また費用

がかかることを踏まえて、出願国をどこに（何カ国に）したいか、時間的余裕がどの程度あるか等を考

慮し、当事者間でよく協議する必要がある。 

・大学の場合、ライフサイエンス・先端技術等外国出願要請の高い案件が多いので、他方で費用との関連

を見ながら、対応方法を検討している。多くの大学の外国出願は、JST の支援制度により支援を受ける

ことができる発明をベースに外国出願を行っている。 

・一つの共同研究から、いくつもの発明が同時になされる場合もあれば（研究テーマがいくつか並列する

場合等）、時間経過とともに、新たな関連発明がなされることもある。このような場合、共同出願契約

で対象となった発明が、それらの発明にいたる着想の基礎になっていれば、一次的には改良発明等とい

える。公平の観点から、これらの扱いについて協議する趣旨である。 

・改良発明等かどうかの判断を明確に行うことは難しいが、「new development nature」かどうかという

ことが、一つの基準となり得る。 
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（契約の有効期間） 

第 12 条 本契約の有効期間は、本契約の締結日から本特許権等の存続期間満了日までとする。ただし、次の各

号に該当したときは、その該当する日に終了するものとする。 

（1）本発明の特許出願のすべてについて拒絶の査定又は審決が確定したとき 

（2）本発明に基づいて取得した特許の無効の審決が確定したとき 

 

 

 

 

 

（協議） 

第 13 条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲及び乙が協議して定めるも

のとする。 

 

 

 この契約の締結を証するため、本契約書を 2通作成し、甲及び乙はそれぞれ記名押印のうえ 1通を保管するも

のとする。 

 

 

     令和  年  月  日 

  

  

                             甲     県  市  町  丁目  番  号 
                                     ○○大学法人○○大学 

                     学長              印 

 

 

                             乙     県  市  町  丁目  番  号 
                                     ○○大学法人○○大学 

                     学長              印 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・特許権等の性質上、権利が存在しなくなれば、それを前提とする約束は意味をなさなくなる。 

・契約違反が生じたことにより、一方の当事者が損害を被った場合は、民法上の責任を求めることにな

ろう。 

・前記各契約書「協議」留意点を参照されたい。 
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〔参考例 4〕「特許実施許諾契約書逐条解説」 

 

特許実施許諾契約書 

 

 ○○大学法人○○大学（以下「甲」という。）と○○株式会社（以下「乙」という。）とは、甲の有する特許権

について以下のとおり契約を締結する。 

 

 

 

 

 

（定義） 

第 1条 本契約において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。 

  （1）「本件特許」とは、本件製品に関して甲が本契約締結日現在所有している次の特許をいう。 

     発明の名称： 

     出願日： 

     特許番号： 

（2）「本件製品」とは、本件特許を使用して乙が製造・販売した製品及び部品をいう。 

  （3）「正味販売価格」とは、本件製品の販売価格から、梱包費、輸送費及び保険料を控除したものをいう。 

 

 

 

 

 

 

（実施許諾） 

第 2条 甲は、乙に対し、本契約の有効期間中、本件特許に基づいて、日本国内において、本件製製品を製造及

び販売する通常実施権を許諾する。 

2 乙は、第三者に再実施権を与える権利を有しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・例文は、一方の当事者から他方の当事者に特許権を実施許諾するものである。お互いに実施許諾しあうい

わゆるクロスライセンス契約、また実施許諾の対象が特許権だけではなくノウハウも併せた特許及びノ

ウハウ実施許諾契約もある。 

・なお、前記各契約書「前文」留意点を参照されたい。 

・契約書の中で度々使用される語句及び語義に幅がある語句は、あらかじめ定義しておくことで、各条項の

内容を明確にできる。 

・特許実施許諾契約では、対価の支払いが最大の関心事になるので、その金額算出の要素を明確にしておく

ことが多い。例文では、「本件製品」「本件特許」「正味販売価格」を明記している。 

 

・許諾権の内容を明確にする。製造・使用・販売（make/use/sell）の全部又は一部か。 なお、特許法第 2

条第 3項に「実施」の定義あり。（後記 62 ページ＜参考 1＞参照） 

・実施権の種別を明確にする。通常実施権か専用実施権か（特許法の規定に即した種別）。独占的実施権か

非独占的実施権か（通常のビジネスで使用される種別で、通常実施権の中での区分と整理することも可）。 

・地域を明確にする。日本国内の一部の地域か。日本全域か。外国も規定するか。 

・再実施権の有無を明確にする。 
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（対価及び支払い方法） 

第 3条 乙は、甲に対し、第２条に基づく実施権許諾の対価として、次に指定する時期に次の金額を、甲の指定

する銀行口座に振り込むことにより、支払うのもとする。 

  （1）イニシャル：本契約の締結日から 30 日以内に金○○万円 

  （2）実施料：毎年 3 月 31 日及び 9 月 30 日に先立つ 6 ヶ月間に販売した本件製品について、それぞれ 3 月

31 日及び 9月 30 日より 30 日以内に、その正味販売価格の○○％の金額 

（3）（1）号及び（2）号で乙から甲に支払われる金額に消費税が加算されるものとし、銀行手数料は乙の負

担とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（実施報告） 

第 4条 乙は、甲に対し、本契約締結後、毎年 3月 31日及び 9月 30 日に先立つ 6ヶ月間に販売した本件製品の

型式、販売数量、総販売額、控除すべき項目と金額、実施料及び消費税を記載した実施報告書を、それぞれ 3

月 31日及び 9月 30 日より 30日以内に提出するものとする。 

2 乙は、甲に対し、当該期間に本件製品の販売実績がない場合も、その旨を記載した報告書を提出するものとす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・対価は、特許実施許諾契約で最も重要な項目である。両当事者の交渉の過程でより合理性のある説明が

ないと相手方を説得することはできない。従来から用いられている対価算出の基本的考え方がある。特

許権を用いることによってもたらされた事業の利益を考慮する対価の決め方であり、次の 2方式がある。 

○利益 3分方式―資金力、営業力、技術力 

○利益４分方式―資金力、営業力、技術力、組織力 

出典：「知っておきたい特許契約の基礎知識」（(独)工業所有権情報・研修館） 

   「ライセンス契約実務マニュアル 2008 年 5月」（知的財産協会） 

・対価の中身には、定額（特許を活用した事業とは直接リンクしない一時金、一括金、イニシャル）、ラン

ニングロイヤルティ（特許を活用した事業の実績に応じて算出）､その組合せがあり、実施の形態により

選択される。 

・ランニングロイヤルティは、多くの場合正味販売価格の数％とされることが多い。 

・支払い方法は、実施許諾を受ける当事者（ライセンシー）からの実施報告（後記）に基づき、実施許諾

する当事者（ライセンサー）が請求書を発行し、それに対してライセンシーがライセンサーの指定する

銀行口座に振り込むことによってなされる。 

・対価に消費税が伴うことに注意を要する。 

・特許使用に基づく対価の根拠を明確にしておく必要があり、その成果の使用を認める当事者が、相手方に

対して、定期的に（多くの場合半年ごとに）、事業の進捗状況と対価の積算の基礎となるデータの報告を

求める。 

・企業にとって原価（特に個別製品の原価）と利益は企業秘密であり、決して外部に出そうとはしない。他

方で、ランニングロイヤルティを受け取る側としては、正確に対価が積算されたか確認したいと考える。

その間で、両当事者が納得できる項目について報告書を作成することになる。 

・製品販売の場合、報告対象期間に実績がない場合でも報告書を作成することで、実施許諾契約が維持され

ていることを認識することにより、的確に管理することができる。 
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（対価の不返還） 

第 5条 本契約に基づき、乙から甲に支払われた対価は、いかなる事由による場合でも返還しない。 

ただし、明白な過誤納の場合は、この限りでない。 

 

 

 

（帳簿の保管と閲覧） 

第 6条 乙は、本契約有効期間中及び終了後２年間、第３条の実施料の支払いの基礎となる会計帳簿、その他の

関係書類を保管する。 

2 甲は、前項の会計帳簿、その他の関係書類を、前項に定める期間、閲覧・検査（複写を含む。）できるものと

する。 

 

 

 

 

 

（表示) 

第 7 条 乙は、本契約の有効期間中、本件製品に、本件特許の表示を付すことができる。 

 

 

 

 

 

（秘密保持） 

第 8条 甲及び乙は、本契約の有効期間中及び終了後３年間、本契約有効期間中に相手方から秘密として特定し

て提供された情報を、相手方の事前の書面による承諾なしに、第三者に開示又は漏洩してはならない。 

 

 

 

 

 

 

 

（改良技術） 

第9条 甲又は乙は、本件製品に関する改良技術をなしたときは、直ちにその内容を相手方に通知するものとし、

通知を受けた当事者は、これを本契約有効期間中無償で実施することができる。 

 

 

 

 

・実施料を受け取った後に、特許権が第三者からの無効審判等により無効になった場合等においても、これ

を返還しないことをあらかじめ約束をしておき、実施料の管理を円滑に行う。 

・実施料が正確に支払われているかどうかを確認するようにする。契約終了後の義務期間については、対価

支払いの実体を考慮して実務的に対応可能な期間を設定すべきであろう。 

・実施料を受け取る側が、自らかあるいはその者が指定する専門家（公認会計士等）に監査さ 

せるように規定することもある。 

・製品に、実施許諾を受けた特許番号等を表示し、当該特許を使用していることを明示することで、当該製

品の信頼性を高める。 

・特許番号等を表示することで、第三者による当該特許権の侵害を防止する。 

 

・特許実施許諾契約においては、特定の特許出願又は特許権が対象となり、一般的には、ノウハウのような

秘密情報が当事者間でやりとりされることはない。しかし、契約有効期間中にお互いの事業活動に関し

情報の交換を行うこともあり、また実施料の支払いに関して報告書の提出・監査などが行われる。このよ

うな場合に、お互いに秘密保持の義務を負うことを定める。 

・なお、前記各契約書「秘密保持」留意点を参照されたい。 
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（保証） 

第 10 条 甲は、本件製品の製造・販売から生じる乙のいかなる損害についても法律上及び契約上一切責任を負

わない。 

 

 

 

 

 

 

（特許等侵害の回避・排除） 

第 11 条 甲は、本件製品が第三者の特許権等を侵害した場合、甲は乙からの要請に応じ、当該侵害の回避につ

いて、乙に協力する。 

2 乙は、第三者が本件特許を侵害し又は侵害しようとしていることを知ったときは、直ちにその旨を甲に通知

し、当該侵害の排除又は予防について、甲に協力する。 

 

 

 

 

 

 

 

（不争義務） 

第 12条 乙が、直接又は間接に本件特許の有効性を争う場合、甲は、本契約を解除できる。 

 

 

 

 

 

 

 

・グラントバック条項といわれる。実施許諾を受ける当事者（ライセンシー）から、実施許諾をする当事者

（ライセンサー）に対し、有償で改良技術を提供する場合と、無償で提供する場合がある。 

・ライセンサーは、対価を得ることによる経済的利益を得ると同時に、技術開発の一部をライセンシーに担

わせることができる。 

・例文では、ライセンシーだけの義務ではなく、ライセンサーにも将来改良技術が生じた場合改良技術のラ

イセンシーへの提供を義務付けている。両当事者間で、密接に連携して事業を展開するような場合には、

このような規定にすることが多い。 

・契約有効期間満了後の扱いをどうするか検討を要する。 

・実施許諾をする当事者（ライセンサー）は、権利行使をしないという意味において、権利の許諾をするも

のであり、実施許諾を受ける当事者（ライセンシー）の製品の製造・販売まで責任を負担するものではな

い。そのことをあらかじめ明記し、ライセンサーとライセンシーとの間での紛争を予防する。 

 

・実施許諾を受ける当事者（ライセンシー）の製品の製造・販売が第三者の特許権を侵害しているとして

紛争になり、訴訟にまで及ぶこともあり得る。このような場合、一次的には、事業の当事者であるライ

センシーが責任を負うべきであるが、実施許諾をする当事者（ライセンサー）も可能な範囲で協力をす

べきである。 

・第三者が対象となっている特許権を侵害しているか侵害のおそれが生じていることを知った場合には、

両当事者が協力して、これに対処する。 
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（譲渡禁止） 

第 13 条 甲及び乙は、本契約から生じる権利若しくは義務の全部又は一部を、相手方の書面による事前の承諾

なしに、第三者に譲渡し又は担保に供してはならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（解除） 

第 14条 甲又は乙は、相手方が本契約に違反した場合、相手方に対しその是正を催告し、相手方が催告後 30日

以内に当該違反を是正しないときは、本契約を解除することができる。 

2 甲又は乙は、相手方が次に該当する場合、直ちに本契約を解除することができる。 

   （1）支払いの停止 

   （2）破産、会社更生、民事再生等の申立て 

   （3）差押、仮差押、仮処分の執行 

   （4）営業停止 

 

 

 

 

 

 

 

 

（契約有効期間） 

第 15条 本契約の有効期間は、本契約の締結日から本件特許の存続期間までとする。 

 

・実施許諾をする当事者（ライセンサー）にとって、実施許諾を受ける当事者（ライセンシー）から、対象

となっている特許を無効にする行為をとられることは好ましいことではない。従って、対象特許につい

てその有効性を争わないことをあらかじめ取り決めておきたいと考えるのが普通である。 

・従前は、直接的な表現として、「その有効性を争わない。」とすることが多かったが、客観的に見ても無効

の要因が明らかな場合でもこのような制約を課することは問題であることから、例文のように、ライセ

ンサーが契約を解除できるとする表現が一般的となった。独占禁止法上の「不公正な取引方法」の禁止条

項を念頭においたものである。 

・米国でも判例で議論されている点である。 

・実施許諾をする当事者（ライセンサー）、実施許諾を受ける当事者（ライセンシー）双方にとって、相手

方を契約の当事者とすることで事業活動を推進することにしている。このため一方の当事者の都合で、

その当事者が変わることは、その経営に大きな影響を及ぼしかねない。従って、双方の意思によらない

譲渡を禁止する。 

・M&Aや事業の再編場合、特許実施許諾契約が関係してくることもある。主体となる事業に関係する場合に

ついては、当事者間での整理が必要となるので注意を要する。 

・一般的には、合併や事業の統合で法人の権利義務が包括的に承継される場合は、この条項は適用がない。

このような場合にも、契約関係を終了させようとするときは、その状況を想定した条項の設定が必要と

なる。 

・契約書上、解除と解約は、同義に使用されることが多いが、もともとは、解除は契約関係を終了させる

に当たり原状回復を伴う形態を指し（民法第 540 条等）、解約は将来に向かって契約関係が終了させる

ことを指す（民法第 617 条等）。 

・特許実施許諾契約の場合の解約事由としては、実施許諾を受ける当事者（ライセンシー）の実施料不払

い、いわゆる倒産等が挙げられるであろう。 

・「経営上不安定となったときあるいは経営上問題があると一方の当事者が認めるとき」のような表現を

する場合もあるが、公序良俗に反するものとして認められないこともあり得る。 
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（協議） 

第 16 条 甲及び乙は、本契約に定めのない事項又は解釈に疑義が生じたときは、信義誠実の原則に従い、甲乙

協議の上、これを解決するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  本契約の証として、本書 2通を作成し、甲乙記名押印の上各 1通を保有する。 

 

 

    令和  年  月  日 

 

 

甲     県  市  町 丁目  番  号 

○○大学法人 ○○大学 

学長               印 

 

                 

                

                 乙     県  市  町 丁目  番  号 

                     ○○株式会社 

                     代表取締役社長          印 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・対象が特許権である契約の性質上、特許権の有効期間が、契約の有効期間になるのは自然である。その上

で、秘密情報のやり取りや改良技術等を考慮し、その期間を特許権の有効期間プラスアルファーとするこ

とも検討の余地がないわけではない。 

・例文では、信義誠実の原則がうたわれている。（後記 62 ページ＜参考 2＞参照） 

・なお、前記各契約書「協議」留意点を参照されたい。 
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＜参考 1＞特許法第 2 条第 3項 

 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。 

 一 物（プログラム等を含む。以下同じ。）の発明にあっては、その物の生産、使用、譲渡等（譲渡及び貸

渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同

じ。）、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出（譲渡等のための展示を含む。以下同じ。）をする行為 

  二 方法の発明にあっては、その方法の使用する行為 

三 物を生産する方法の発明にあっては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲

渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為 

＜参考 2＞民法第 1 条 

① 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。 

② 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。 

③ 権利の濫用は、これを許さない。 
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〔参考例 5〕「COLLABORATION AGREEMENT 逐条解説」 
 

COLLABORATION AGREEMENT 
 

 This Agreement made as of this       day of       ,    , between A  University, the National 
University Corporation organized under the laws of Japan (hereinafter referred to as “AU”), and the National 
Museum of Natural Sciences organized under the laws of 
 (hereinafter referred to as “NM”), 
 
 
 
 

 
WITNESSETH: 

 
  WHEREAS,  AU is interested in analyzing                       as one of its research themes, and 
has some                                 for it;  

WHEREAS,  NM is also interested in the above theme,  
and has                                  ; 

WHEREAS, AU and NM are willing to do the collaboration of the         upon the terms and conditions 
set forth herein; 

   NOW, THEREFORE, in consideration of mutual covenants and premises herein contained, the Parties 
hereto agree as follows: 
 
 
 
 
 
 
（Definitions）定義 
Article１ For the purpose of this Agreement, the following terms shall have the following meanings. 

(a)“Collaboration” shall mean cooperative activities for joint research as mutual theme 
concerning                                         . 

 
 
（Scope of Collaboration ）共同研究の範囲 
Article 2 The scope of the Collaboration shall be as follows: 
 
      (a)                                     , 
     (b)                                     , 

・契約当事者は、日本のＡ大学（国立大学法人/ＡＵ）と外国の国立自然科学博物館（ＮＭ）を想定している。 

・それぞれの所在地をここで記載する例もある。 

・契約の背景事情の記述である。契約成立の重要な要件とされている。 

・例文のように WHEREAS ではじまる WHEREAS clause の形で記載される場合の他 RECITALS や Buck ground、

Preambles などの表題のもとで記載されることもある。 

・例文は、大学の科学的分析事例に、外国の博物館が興味を示したことから、共同研究に発展した経緯が記

述されている。 

・共同研究の内容を、研究テーマを特定することによって、定義している。 
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        (c)                                      , and 
 (d)                                       . 

 
 
 
（Work）業務分担 
Article3 The work of each Party in the Collaboration shall be as follows: 
    AU: ①                                          , 

②                                           ,  
and 

③                                                       , 
      and 
    NM: ①                                                       , 

②                                                       ,  
and 

③                                                        
 
 
 
 
 
（Research Personnel）研究者 
Article 4 The Parties shall cause the following research personnel to participate in the Collaboration. 
 

 Name Status, Department 

AU   
 
 

 

NM  
 
 

 

 
 
 
2    In case it will be the change in the above research personnel in one Party, that party shall notify the 

other Party of that effect.  
 
 
 
 

・共同研究の範囲を、具体的な項目別に記載することで、明確にする。 

・両当事者の共同研究における業務分担を項目にして明確にする。 
・それぞれの個別の業務のほか、共同で評価や検討（ディスカッション）を行う業務も加える。 
・別表にするケースもあるが、その場合でも主な事項は、契約本文に記載することが望ましい。 

・共同研究に参画する研究者名を特定する。 

・共同研究に参画する研究者に変更が生じた場合相手方に通知する。 
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（Term of Collaboration）研究期間 

Article 5  The term of the Collaboration shall be a period from the date first above written 
until         ,       . 

 
 
 
 
（Place of Collaboration）共同研究の場所 
Article 6 The Collaboration shall be executed in the institutions belonging to the Parties. 
 
 
 
 
（Expenses）費用 

Article 7  NM shall bear          euros as the expenses of preparing the necessary instruments and articles 
of consumption for the Collaboration, while the Parties shall bear other costs including travel expenses 
for visiting the other Party’s institution for the Collaboration respectively. 

 
 
 
 
 
 
（Payment）支払方法 
Article 8  NM shall pay the following amounts, to the following AU’ bank account and on the following date 

by telegraphic transfer. 
     Payment 1           euros          ,       . 

Payment 2          euros          ,       . 
 

   Account Holder  
Account Number  
Bank    
Branch   

 
 
 
 
 
 
 

・研究期間を明記する。契約有効期間との関係に留意する必要がある。研究成果のまとめの時間等考慮して、

契約期間より短くすることが望ましい。 

・研究場所を特定する。 
・例文は、それぞれの当事者の施設で行うとしている。 

・研究費用の負担先を明確にする。一方の当事者の負担のケース、両当事者の負担のケースいずれもあり得

る。 
・例文は、共同研究に係る費用は、NMが負担するとしている。 

・また、相手方への訪問に係る費用等は、それぞれが負担するとしている。 

・金額をユーロ表示している。 

・支払通貨、支払日、支払口座及び支払い手続きを明確にする。 
・例文は、ユーロで指定の口座に電信送金するとしている。 
・例文には、送金手数料についての記載がない。支払い側の負担とすることを想定している 

と思われるが、そうであればそのことを明記することが望まれる。 



 

66 

（Joint Meeting）合同会議 
Article9 During the term of this Agreement, the Parties shall have a joint meeting at least once a year and at 

any time if necessary to do following items: 
    (a)Reporting and confirming the progress of the Collaboration, 
      (b)Planning and revising of the Collaboration, 
      (c)Confirming the Results (hereinafter defined), and 
      (d)Consulting other matters related to the Collaboration 
  
 
 
 
（Exchange of Information）情報交換 
Article 10  To perform the Collaboration smoothly, the Parties shall timely disclose its information, data, and 

so on necessary for the Collaboration (hereinafter referred to as “Information”) to each other.  
Provided however that neither Party shall be responsible for the disclosure of the Information, if it 
is prevented from doing so due to the obligation to a third party. 

2    Each Party shall use the Information supplied by the other Party only for the Collaboration and shall 
not use it other than the purpose of the Collaboration. 

 
 
 
 
 
（Results）共同研究成果 
Article 11  The results directly derived from the Collaboration including but not limited to invention, idea, 

design, system, and other information (hereinafter referred to as “Results”) shall jointly belong to 
both Parties in principle.  Provided however that the above results shall belong to one Party, if such 
Party has performed it independently without using the Information supplied by the other Party and 
consulting and assistance by it.  

  
 
 
 
 
（Intellectual Property）知的財産 
Article 12 The intellectual property and right thereof (hereinafter referred to as “IP”)  based on the Results 

shall jointly belong to both Parties in principle. 
2    Each Party shall notify the other Party of the intention of patent applications and so on in any country, 

if it is desired.  In such case, the Parties shall consult with each other concerning the country for 
patent application, procedure, burden of expenses and so on. 

・共同研究進捗状況確認のための合同会議を持つ。 
・例文は、１年に 1度会議するとしている。相互訪問を規定することもある。 

・共同研究を円滑に遂行するために、相互に情報を開示することを規定する。この場合、第三者との間で制

約を負っている情報は開示の必要がないことを明確にする。 
・開示情報は、共同研究の目的のみに使用されることを明確にする。 

・共同研究成果の帰属を明確にする。 
・例文は、共同研究成果は、原則として、両当事者の共有としている。その上で、いずれかの当事者が、相

手方から提供を受けた情報を使用せずに、独自になした成果は、その当事者の単独所有とするとしている。 
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（Publication）公表 
Article 13 In case one Party wants to publish the Results and related matters thereof, such Party shall have 

the prior written consent of the other Party concerning its contents, time, manner and so on. 
 
 
  
 
 
 （Confidentiality）秘密保持 
Article 14 (1) Each Party acknowledges that in connection with the formation and performance of this 

Agreement, it may be exposed to certain confidential information of the other Party and have the Result 
to be treated as confidential, the disclosure of which to third parties would be damaging (hereinafter 
referred to as “Confidential Information”). 
(2) The Confidential Information shall be marked as “Confidential” or “Proprietary”. 
(3) The Parties agree; (a) not to use the Confidential Information, except for the performance of this 
Agreement, (b) not to disclose the Confidential Information to any third party and, (c) to treat the 
Confidential Information with the same degree of care with which it treats its own confidential 
information of like importance. 
(4) The foregoing restrictions on disclosure and use will not apply to (a) information which one Party 
can prove was previously known to it, (b) information lawfully received by one Party from a third 
party without an obligation of confidentiality, (c) information which becomes known to the public 
other than by a disclosure prohibited by this Article. 

 
 
 
 
 
 
 
（Collaboration with a third party）第三者との共同研究 
Article 15 During the term of this Agreement, each Party shall not perform a collaboration the same as or 

similar to the Collaboration with the third party without the prior written consent of the other Party.  
 

・共同研究成果に基づく知的財産の取扱いについて規定する。 
・例文は、共同研究成果に基づく知的財産及びこれに基づく知的財産権は、原則として両当事者の共有とし

ている。また、特許出願を希望する当事者は、相手が通知し、特許出願の手続き・費用等について協議す

るとしている。 

・研究成果の公表等（学会発表・ニュースリリース等）についての手順を規定する。 
・例文は、公表等を希望する当事者が、書面により、公表内容、時期、方法等について事前に相手方の了解

を得るとしている。 

・共同研究の過程で両当事者の間で交換される秘密情報と研究成果に関して、秘密保持義務と流用禁止義務

を規定する。 
・例文は、秘密情報を「Confidential」あるいは「Proprietary」という印を付すことで特定するとしてい

る。秘密保持義務と流用禁止義務のほか、管理レベルについても規定している。例外３原則（①自己保有

情報②第三者正当情報③公知情報の除外）を規定している。 
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（Damages）損害 
Article16 In case one Party breaches the terms and conditions of this Agreement and causes loss or damages 

to the other party, such Party shall be liable or responsible to the other Party for compensation of its 
loss or damages. 

 
 
 
 
 
（Term）契約有効期間 
Article 17 This Agreement shall take effect on the date first above written, and shall remain in full force for 

a period of three (3) years from the date, unless sooner terminated in accordance with the terms of this 
Agreement. 

 
 
 
 
 
 
（Notice）通知 
Article 18  All notices required or permitted to be given under this Agreement shall be in writing in the 

English Language and shall be given by registered airmail letter or by fax to the addresses shown 
below or to such other addresses as the parties may designate in writing. Notices given by fax shall be 
deemed to have been received on the day following its dispatch and notices given by registered airmail 
letter shall be deemed to have been received seven (7) business days after mailing. 

      To AU :   
  
      To NM :  
 
 
 
 
 
 

・各当事者が共同研究期間中、第三者と同一または類似のテーマに関して共同研究を行うことを禁止するこ

とを規定する。両当事者間の信頼関係の破壊、重要情報の不用意な第三者への流出、共同研究成果の混交

等を避ける趣旨である。 
・例文は、第三者との同一または類似のテーマに関して共同研究については、相手方の書面による同意を要

件としている。 

・いずれかの当事者が契約違反をし、相手方当事者に損害を与えた場合、その損害を賠償する責任があるこ

とを規定する。 
・例文にはないが、損害の範囲を限定（間接損害は含まれないとする例等）する場合や、最高金額を明示す

る場合もある。 

・契約期間を規定する。 
・例文は、3年間とし、契約終了に関する手順についての規定は、別に第 21 条に規定している。 
・国内の大学における共同研究契約は、年度予算との関係で、契約期間を 1 年間とする場合が多い。海外

の機関との場合、研究テーマにもよるが、数年間とする例が多いと思われる。 
 

・各当事者の連絡手段、連絡先、連絡方法等を明示する。 
・例文は、英文での書留郵便又はファックスによるとしているが、メールが活用されるようになっている状

況に照らし、メールでの連絡方法も考慮する必要があろう。法的効果を持つ重要な意思伝達については、

確認の方法を十分検討する必要がある。 
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 （Entire Agreement）完全合意 
Article 19 This Agreement constitutes the entire agreement between the Parties and supersedes any prior 

written or oral agreement between the Parties concerning the subject matter.  No modifications of this 
Agreement shall be binding unless executed in writing by both Parties. 

 
 
 
 
（Assignment）譲渡 
Article 20 This Agreement or any part of this Agreement may not be assigned or transferred by either Party 

without the prior written consent of the other Party. Any assignment or transfer without such consent 
shall be null and void. 

 
 
 
 
（Termination）契約の終了 
Article 21 Either Party may, without prejudice to any other rights or remedies, terminate this Agreement by 

giving a written notice to the other Party with immediate effect, if any of the following events should 
occur : 

 
 
 

(a) if either Party fails to make any payment to the other when due under this Agreement and such 
failure continues for more than fourteen (14) calendar days after receipt of a written notice specifying 
the default ; 
 

 
(b) if either Party fails to perform any other provision of this Agreement, which failure remains 
uncorrected for more than thirty (30) days after receipt of a written notice specifying the default ; 

 
 

(c) if either Party files a petition in bankruptcy, or a petition in bankruptcy is filed against it, or either 
Party becomes insolvent, bankrupt, or makes a general assignment for the benefit of creditors, or goes 
into liquidation or receivership ; 

 
 

(d) if either Party ceases or threatens to cease to carry on business or disposes of the whole or any 
substantial part of its undertaking or its assets ; 

 

・この契約が最終的合意であることを確認する。 
・例文は、この契約の修正は、書面でなされなければならないとする。 

・この契約に基づく権利義務の譲渡禁止を規定する。 
・例文は、権利譲渡は、相手方の書面による事前の同意を前提としている。 

・契約終了の条件を明示する。 
・例文は、相手方が下記条件に該当する場合、書面による通知で契約を終了できるとする。 

・支払い義務のある当事者が、14日過ぎても支払わないとき 

・契約の不履行を指摘後、30日過ぎても契約条項を履行しないとき 

・破産の状況に至ったとき 

・廃業又は実質的な経営資産を処分しようとするとき 
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(e) if control of either Party is acquired by any person or group not in control at the date of this 
Agreement. 

 
 
 
（Force Majeure）不可抗力 
Article 22 Neither Party shall be liable to the other Party for any delay or failure in the performance of its 

obligations under this Agreement if and to the extent such delay or failure in performance arise from 
any cause or causes beyond the reasonable control of the party affected (hereinafter referred to as 
“Force Majeure”), including, but not limited to, act of God; acts of government or governmental 
authorities, compliance with law, regulations or orders, fire, storm, flood or earthquake; war (declared 
or not), rebellion, revolution, or riots, strike or lockouts. 

 
 
 
（Governing Law）準拠法 
Article 23 This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of Japan. 
 
 
 
 
（Arbitration）仲裁 
Article 24 Any difference or dispute between the Parties concerning the interpretation or validity of this 

Agreement or the rights and liability of the Parties shall be settled by arbitration in Tokyo, Japan in 
accordance with the Commercial Arbitration Rules of the Japan Commercial Arbitration Association.  
The award thereof shall be final and binding upon the Parties hereto.  Judgment upon such award 
may be entered in any court having jurisdiction thereof. 

 
 
 
 
 
 
（No Waiver）権利不放棄 
Article 25 No failure or delay of either Party to require the performance by the other Party of any provision 

of this Agreement shall in any way adversely affect such provision after that. No waiver by either Party 
of a breach of any provision of this Agreement shall be taken to be a waiver by such Party of any 
succeeding breach of such provision. 

 
 

・他人に支配権が及ぶとき 

・不可抗力による契約不履行には責任が及ばないことを規定する。 

・契約条件の解釈に関し、両当事者間で争いになった場合の準拠法を規定する。 
・例文は、日本法とするが、外国機関との交渉では、相手方の国の法律にするように求められることが多

い。交渉事項となる。 

・契約条件の解釈に関し、両当事者間で争いになった場合の解決方法を規定する。 
・国際的契約では、訴訟で解決するよりも、仲裁で解決すると規定する例が多い。 
・例文も、仲裁での解決を最終とする。仲裁裁判所を、日本商事仲裁協会とあるが、外国機関との交渉では、

相手方の国の仲裁裁判所にするように求められることが多い。交渉事項となる。 
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（Severability）分離・独立性 
Article 26 In the event that any of the provisions of this Agreement proves to be invalid or illegal, that will 

not in no way affect, impair or invalidate any other provision, and all other provisions of this 
Agreement will be in full force and effect. 

 
 
 
 
（Headings）表題 
Article 27 Headings in this Agreement are for convenience only and shall not affect the interpretation hereof. 
 
 

 IN WITNESS WHEREOF, the Parties hereof have caused this Agreement to be duly executed in 
duplicate by their authorized representatives as of the date first above written and each Party shall have one 
copy thereof. 
  
 
 
                              A       University 
                              By:                           
                              
 
                  National Museum of Natural Sciences 
                              By:                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・相手方の契約不履行に対する催告等の遅れは、当該権利に影響を及ぼさず、また、当該権利の放棄は、他

の契約不履行に対する権利を放棄したとはみなさないとして、権利留保を規定している。 
・日本の契約には見られないが、英文契約では多くの場合規定される。 

・各条項が独立して効力を有することを規定する。 
・日本の契約には見られないが、英文契約では多くの場合規定される。 

・表題は、便宜的なもので、法的効果を持たないことを規定する。 

・代表者によるサインしたことを明記する。当事者の数だけ用意する。 



 

72 

◆ 研究成果である知的財産の活用については、可能な限り広い範囲で活用がなされるよう、
その取扱いの柔軟性を第一に考えるべきである。 

◆ 知的財産がいずれの当事者に帰属したとしても以下の条件は満たされなければならない。 
1.大学は、将来の研究の可能性を制限されない。 
2.すべての知的財産は、実用化に向けて適切な努力がなされるべきである。 

  3.研究の実質的な成果は、原則として合意された期間内に学術的な公表がなされる。 
◆ さくらツールで提供されるモデルの各類型は、あくまでも交渉の出発点を提供するもので

あり、最終的な取り決めは個別事情に応じて柔軟になされるべきである。 

◆ 我が国においては、TLO 法の施行や大学等産学連携自立化プログラム等の産学連携活動推
進のための様々な施策により、産学連携への期待感が高まっている。 

◆ 大学における産学官連携体制や共同研究実施体制の構築はある程度進展し、産業界として
もオープン＆クローズ戦略の重要性が認識されている。 

しかし 
 文部科学省が平成 14 年に提示した共同研究契約書の様式参考例による硬直的な契約交渉
が行われているという声もある。 

 共同研究契約が締結されたとしても、共同研究等成果について、とりあえず共同出願、共
有特許とされ、また、事業化につながっているのか不透明な現状である。 

◆ 共同研究等成果を大学等又は民間企業の単独保有とする選択肢も含めて、共同研究契約書
のモデルを複数種類提示するとともに、複数種類の中から特定のモデルを選択する際の考
え方も併せて提示する。 

◆ これにより、契約交渉のスキルが十分でない担当者が所属する大学等に対しても柔軟かつ
効率的な契約交渉が可能となるように促すとともに、可能な限り共同研究契約前に共同研
究等成果の事業化まで想定して契約を締結することにより、共同研究等成果が適切に事業
化に繋がる可能性を高める。 

現状と課題 

本研究の成果として、研究契約の交渉等を独自に行う環境や組織体制が十分でない中小規
模・地方大学又はベンチャー企業を含む中小企業を念頭に、大学と企業の 2当事者間で締結
される共同研究契約について、11 類型のモデルとモデルの選択に当たっての考慮要素からな
る「さくらツール」を提案する。 

◆ 米国・欧州等の海外においても、産学連携活動では、共同研究契約において研究成果の帰
属の決定が大きな課題となっている点で我が国と共通である。 

◆ 英国のランバートツールキットを始めとして、共同研究等成果の帰属を契約締結の段階で
具体的に取り決めておくことが望ましく、かつ柔軟な規定とすることが望ましいとされて
いる。 

海外の状況 

さくらツールの内容 

期待される効果：「とりあえず共有」から成果活用重視へ 

さくらツール策定にあたっての基本的考え方（抜粋） 

「さくらツール－1」 → さくらツール モデル契約書 11 類型 
 
「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 公開日：平成 29 年 3 月 30 日 
〔経緯〕「産学官連携による共同研究強化のためのガイドライン 平成 28 年 11 月 30 日 

    イノベーション促進産学官対話会議 事務局 」に基づくもの（脚注 27 参照） 

【参考資料 1】「さくらツール」の骨子 
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－類型選択に当たっての考慮要素－ 
 
ア 研究への寄与度等 
イ 大学帰属の知財の取扱い 
ウ 大学による成果公表の要否 
エ 成果の帰属方法 
オ 共有の余地を認めるか 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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･ｴ･ｵ 

発明者基準で帰属 発明者基準で帰属 原則として個別帰属 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
受の選択権 

 

類型 4～類型 6 → 企業：実施・実施許諾とも可 

類型 0～類型 3 → 大学：実施・実施許諾とも可 

さくらツール モデル契約書 11 類型 

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

＊類型 4 ○学移転選択権 

→再実施権付独占的実施

又は譲受の独占交渉権 
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◆ コンソーシアム型共同研究契約の内容を検討するにあたっての考慮要素とともに、活用を
担う当事者（大学等の非営利機関・企業・コンソーシアム外の第三者）に研究成果を集約
する選択肢を含む共同研究契約書の複数のモデルを併せて提示する。 

◆ これにより、技術分野の開発段階の違い、参画企業の競合状況等、プロジェクトの具体的
形態を踏まえつつ、プロジェクトごとに研究成果が事業化ないしライセンスを通じた活用
に結び付くように、総合的な視点で契約交渉することを促すことにより、共同研究等成果
が適切に事業化に繋がる可能性を高める。 

◆ 米国・欧州等の産学連携活動においても、コンソーシアム型共同研究において研究成果の
帰属や活用主体の決定が大きな課題になっている。 

◆ また、研究成果の帰属や活用主体を研究契約締結の段階で具体的に取り決めること、個別
のケースに応じて柔軟な規定とすることが望ましいとされている。 

「さくらツール－2」 → さくらツール コンソーシアム型 モデル契約書 5類型 

 
「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調査～さくらツールの
提供～」文部科学省 公開日：平成 30年 4月 

◆ 大学の産学連携体制や共同研究実施体制の構築はある程度進展し、産業界においてオープ
ン＆クローズ戦略の重要性が認識されてきた中で、平成 28年度産学官連携支援事業委託
事業では、1対 1の個別型共同研究を主たる対象として、11 類型のモデル契約書とモデル
選択にあたっての考慮要素からなる「さくらツール（個別型）を策定した。 

◆ 他方で、上記のような環境の中、複数の大学等や民間企業が参画したコンソーシアムを形
成する形態の共同研究（コンソーシアム型共同研究）が行われるようになっている。 

しかし 
□ 複数の期間が参画するコンソーシアム型共同研究は、研究成果として生じる知的財産の

取扱い方針が必ずしも十分に明確化されないまま共同研究等が進行することもある。 
□ その結果、共同研究の成果が事業化に繋がっているか不透明な状況にある。 

現状と課題 

海外の状況 

本研究の成果として、大型プロジェクトの経験がそれほど多くない大学又は企業を主に念頭に
置き、複数の期間が参画するコンソーシアム型共同研究について、モデルの選択に当たっての
考慮要素と 5 類型のモデルからなる「さくらツール（コンソーシアム型）」を提案する。 

さくらツール（コンソーシアム型）の内容 

期待される効果：プロジェクトごとに最適な成果活用方法を実現する 

◆ 研究成果である知的財産の活用については、可能な限り広い範囲で活用がなされるよう、
その取扱いの柔軟性を認めることが望ましい。 

◆ 知的財産がいずれの当事者に帰属したとしても以下の条件は満たされることが望ましい。 
1.大学は、将来の研究の可能性を制限されない。 
2.すべての知的財産は、実用化に向けて適切な努力がなされるべきである。 

  3.研究の実質的な成果は、原則として合意された期間内に学術的な公表がなされる。 
◆ さくらツールで提供されるモデルの各類型は、あくまでも交渉の出発点を提供するもので

あり、最終的な取り決めは個別事情に応じて柔軟になされることが望ましい。 

さくらツール策定にあたっての基本的考え方（抜粋） 
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－類型選択に当たっての考慮要素－ 
 
ア コンソーシアムの対象となる研究テーマに関する事情 
① 対象となる研究テーマが基礎的な内容であるか、或いは、ある程度実用化段階に近いものであ

るか 
② 研究テーマが参加企業の競争領域と関連している度合いが高いか 
③ 研究テーマに関する基本特許その他の知的財産の蓄積（いわゆるバックグラウンド技術・ 

IP）があるか 
④ 大学等の非営利機関の参加当事者において長期的研究継続の予定があり、その際知的財産権の

確保が重要といえるか 
 

イ コンソーシアムの成り立ちや参加当事者に関する事情 
⑤ 研究資金の原資が政府系資金であるか 
⑥ コンソーシアム開始時に成果の実用化についての具体的態様が特定又は合意できているか 
⑦ 知的財産の管理やライセンス活動等の利活用を行う能力や資金があるか 

 
ウ その他の事情 
⑧ 実用化に向けた取り組みの過程で、同業種間又は異業種間で情報共有をする必要があるか 
⑨ 研究テーマに関する分野において同業者間での競争は激しいか（或いは、同業他社間でも協 

力はありえるか） 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔参照〕文部科学省ホームページ  

トップ > 科学技術・学術 > 産学官連携、地域科学技術振興 > 大学等における産学官連携 > オープン＆クローズ戦 

略時代の共同研究における成果取扱いの在り方に関する調査～さくらツールの提供～ 

 

  

モデル１ 非営利機関中心的活用モデル ◆参加者のうち特定の大学・研究機関（「活用機関」）
に成果を集約し、活用機関がライセンスを通じて活
用・事業化を図るモデル 

モデル２ 第三者機関管理・活用モデル ◆参加者以外の第三者（「活用第三者」）に成果を集約
し、活用第三者がライセンスを通じて活用・事業化
を図るモデル 

モデル３ 単一企業中心的活用モデル ◆参加者のうち特定の企業（「活用企業」）に成果を集
約し、活用企業が事業化・活用を図るモデル 

モデル４ 複数当事者中心的活用モデル ◆成果の事業分野毎に、参加者のうち特定の二者（併
せて「各活用当事者」）に原則として成果を集約し、
各活用当事者が事業化・活用を図るモデル 

モデル５ 各参加者共有モデル ◆成果は発明者主義にて各当事者に帰属し、各当事者
が事業化・活用を行うモデル 

さくらツール コンソーシアム型 モデル契約書 5類型 
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【参考資料 2】明治以前の薩摩藩主から外国機関に提示された委任状の例 

 
委任状の本文 

 

 
  〔出典：国立大学法人鹿児島大学附属図書館蔵書〕 
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委任状の訳文 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  〔出典：国立大学法人鹿児島大学附属図書館蔵書〕 
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