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新知的財産センター長就任 

４月 1 日付けで今までの中村宗和 副学長に代わり岩崎正美 理事・副

学長が新しく知的財産センター長に就任されました。（2 頁にご挨拶を掲

載しています。） 

4月度特許相談会の予定 

日時：４月１２日（水）13：00より 

相談者：滝本弁理士（鳥取大学客員教授） 

場所：VBL４F知財ｾﾝﾀｰ 

（相談ご希望の方はご予約お願いします。） 

第 5回特許ＭＡＰ説明会を開催(2頁) 

３月１５日に「機能性食品」に関する特許 MAP説明会を開催しました。 

 QA集：「各種の権利保護制度」 (4頁～8頁)  

今月は育成者権、回路配置利用権や一般的な知的財産の保護制度に

ついて解説しています。 

平成 17年度実績 

発明届出件数 57件（前年 35件）(下期分を 3頁に掲載) 

出願件数 52件（前年 20件） 

 

新会社法施行日 
3月号で紹介しました新会社法の施行日は 5月 1日に決まりました。 

（同日をもって有限会社法は廃止されます。） 

 

 
 

 

鳥大知財ニュース 
知財 HP‥http://www.vbl.tottori-u.ac.jp/%7Eipmc/ 

 

知的財産センター 

（２０号） 

2006年４月１日 

予    定 

解    説 

報    告 

4月 18日は「発明の日」です。 
明治 18年のこの日に「特許専売条例」が公布されました。 

活動実績 

異    動 

お知らせ 
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第 5回特許ＭＡＰ説明会を開催 

3 月１５日（水）に「機能性食品」に関する特許 MAP 説明会を開催した。講師の野口 誠 氏（鳥取

県産業技術センター食品開発研究所）から特定保健用食品などの食品に関わる制度、機能に関

する表示の具体例、企業の特許の出願状況などに関して詳細な解説があった。大学の内外を含

めて２３名の参加があり、全員が熱心に聴

講し講演の後活発な質疑応答があった。 

 

ご挨拶 

                   知的財産センター長            

理事・副学長 岩崎 正美 

 

日本の経済は戦後 2 番目と言われる長期の景気局面が続き、企

業収益の回復、株価の上昇が顕著になっております。このような状況の中で政府の「知

的財産推進計画 2005」にも記載されておりますように地域経済振興の原動力として

大学の研究成果の活用に期待が集まっているところでございます。 

法人化され機関帰属が原則となった後 2 年目を迎えました昨年度は発明届出件数

が昨年度の 1.6 倍の 57 件、特許出願件数は 2.6 倍の 52 件に達しました。今後は量

だけではなく質や費用をも勘案し効率的で且つ十全な知的財産の保護に心がけてい

きたいと考えております。又有効活用面を見ましても最近は実施許諾の案件も増加

し、大学発ﾍﾞﾝﾁｬｰ設立の企画も毎月のように浮上しております。 

知的財産は産学連携における核となるものであり、知的財産センターはこのような

大学内の知的財産の創出、活用を進めることにより、地域の皆様と大学関係者の真に

お役に立ち得る活動を展開して参りたいと存じております。 

関係各位の絶大なご支援とご鞭撻をお願い申し上げます。  
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（注） 番号は上期からの連続番号 

平成１７年度発明届出状況（下期） 

整理 届 出 発 明 者 
発 明 の 内 容 
（名称の一部記載） 

状  況 
共同
出願 

番号 年月日 学部又は所属 氏  名 

28 Ｈ１７．10 工学部 伊藤敏幸他 イオン性液体 出願手続中 有 

29 Ｈ１７．10 医学部 中島健二他 トランスジェニックマウス 出願済  

30 Ｈ１７．10 医学系研究科 汐田剛史他 レチノイン酸 中止  

31 Ｈ１７．10 農学部 緒方英彦 ひび割れ深さ探査方法 出願済  

32 Ｈ１７．10 農学部 緒方英彦 軽量骨材 中止  

33 Ｈ１７．10 工学部 水本洋他 タッチプロープ検出方法 出願済 有 

34 Ｈ１７．11 工学部 伊藤敏幸他 ポイントジフルオロ化イオン 出願済 有 

35 Ｈ１７．11 工学部 菅原一孔他 移動経路探索システム 中止  

36 Ｈ１７．11 地域学部 田村純一 多糖類の取得方法 出願済  

37 Ｈ１７．12 工学部 大北正昭 自立移動ロボット 出願検討中  

38 Ｈ１７．12 工学部 後藤知伸他 流体音低減装置 出願済 有 

39 Ｈ１７．12 工学部 小西亮介他 移動物体追従システム 出願済  

40 Ｈ１７．12 工学部 副井裕他 波状形状分類システム 出願済  

41 Ｈ１７．12 
乾燥地研究 
センター 

留森寿士 植物栽培法 出願済  

42 Ｈ１７．12 工学部 金森直希他 ハウリング防止装置 出願済 有 

43 Ｈ１７．12 工学部 大観光徳他 無機 EL発光膜 出願済 有 

44 Ｈ１７．12 医学系研究科 押村光雄他 人工染色体 出願手続中 有 

45 Ｈ１８．1 農学部 板井章浩他 園芸作物の生長促進方法 出願済 有 

46 Ｈ１８．1 工学部 片田直伸他 分離膜 出願済  

47 Ｈ１８．1 農学部 鈴木定彦他 エピトープ決定法 中止 有 

48 Ｈ１８．1 工学研究科 上原一剛他 回転体ｱﾝﾊﾞﾗﾝｽ測定装置 出願手続中 有 

49 Ｈ１８．1 工学研究科 小幡文雄他 ツールホルダ 中止 有 

50 Ｈ１８．２ 工学部 奥村和他 窒素酸化物還元触媒 出願済  

51 Ｈ１８．２ 工学部 北村章他 マッサージ機 出願済 有 

52 Ｈ１８．２ 工学部 北村章他 設定方法 出願済 有 

53 Ｈ１８．２ 工学部 河田康志他 オキシドディスムターゼ 出願手続中 有 

54 Ｈ１８．２ 農学部 南 三郎他 関節軟骨再生剤 出願済 有 

55 Ｈ１８．２ 付属病院 植木 賢 注入用絶縁装置 中止  

56 Ｈ１８．３ 工学部 三好 力 ネットワークシステム 出願検討中  

57 Ｈ１８．３ 医学部 汐田剛史他 劇症肝炎判定システム 出願検討中  
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各種の権利保護制度 

Ｑ．特許、意匠、著作権等以外の権利に関して教えてください。 

Ａ．今までに解説してきた特許などの以外の分野でも多様な権利保護制度が設けられています。

まず権利と名の付くものから始めて一般的な保護制度である民法の不法行為制度について述

べ最後に公知化による権利保護に関して述べたいと思います。 
Ｑ．それでは先ず育成者権について教えて下さい。 

Ａ．品種の育成の振興と種苗の流通の適正化を図るために種苗法という

法律で新品種を育成した人に認められている権利です。昔は品種名（20

世紀、こしひかりなど。）の登録だけでその名称の使用を独占的に使用

する権利でした。現行法では特許に近い権利となっています。すなわち

登録された品種を独占的に利用（種苗や収穫物の生産や譲渡）できる権利とされています。品

種登録の要件、手続きも特許の場合と類似しています。育成者権は品種の登録によって発生し、

存続期間は登録日より 20年です。 

品種登録の要件（種苗法第３条、第４条） 

区  分 要  件 内   容 

積極的要

件 

区分可能性 他の品種と特性（形状･品質･対病性等）において明確に区別さ

れること 

特性類似性 同一繁殖段階に属する植物体が特性の全部において十分に類

似していること 

反復再現性 繰り返し繁殖させた後においても特性の全部が変化しないこと 

消極的要

件 

複数名称等の禁止 名称は 1つに限り、既存の名称や商標と類似でないこと 

未流通であること 種苗又は収穫物が１年以上前に業として譲渡されていないこと 

Ｑ．半導体の回路配置利用権とはどういうものですか。  

Ａ．回路配置に技術的アイデアがある場合には勿論特許として出願することができます。回路配

置は素子、銅線の結合による配置ですが本来設計図面ですので著作権と同じ保護分野になり

ます。著作権は無方式で成立し公表の名義人が著作者になります。しかし回路配置は公表する

ということが無いので公表しなくても登録によりこれを保護することとしたの

です。その他の点は著作権と同様ですので従業者が回路配置を創作した場

合、契約、就業規則などに特段の定めが無いかぎり権利は当然に法人に帰

属し、特許のように「受ける権利を承継する」ということはありません。 

Ｑ．不正競争防止法ではどのような保護がなされているのでしょうか。 

Ａ．不正競争防止法では不正競争となるような他人の営業秘密の使用や他人の商品と紛らわし

い商品の販売、消費者に品質を誤認させるような営業行為など 15の行為を規制しています。 

必ずしも区別が分かりやすいとはいえないのですが商品の形状、表示などに関する行為だけを

取り出して比較すると次のようになります。 



- 5 - 

不正競争行為の類型 

（商品の出所や品質に誤認を生じさせる可能性のある行為に関するもののみ） 

（注）号は不正競争防止法第 12条第 1項に規定される号 

Ｑ．商品や営業主体の混同を生じる場合にはいろんな場合があると思うのですが。 

Ａ．自己の店の看板と同じような看板を掲げたお店ができたらどのよ

うな権利で対応したら良いでしょうか。看板のデザインに注目すれ

ば意匠の問題になりそうですし著作権でも対応できそうです。また

商標が含まれておれば商標侵害にもなりそうです。 

【カニ看板事件】 

大阪の道頓堀に兵庫県の水産会社がカニの販売促進のために出展したカニ料理の店があり動

くカニの看板がありました。この看板はテレビや雑誌でミナミが紹介されるときには背景として良

く使用されミナミを代表する景観となっていました。この看板は岐阜県の会社が作ったものだっ

たのですが同じデザインの看板を名古屋のカニ料理店のためにも作ったのです。お店の名前は

違っていますが看板で混同を生じるとして大阪の会社が名古屋の会社を訴えました。裁判所は

この事件では不正競争防止法に基づく損害賠償を認めました。現在では立体商標というものが

認められていますので商標として登録しておけば商標侵害で対処できるでしょう。 

Ｑ．肖像権も知的財産なのですか。 

Ａ．俳優の写真が入ったカレンダーなどが勝手に販売されて問題になったことがありました。他人

（例えば所属プロダクション）が撮影した写真を複製したのであれば写真の著作権を侵害したこ

とになりますが劇場で自分で撮った写真ならそうはなりません。知的財産は幅広く認められてい

ますが知的創造物でもない個人の容貌まで知的財産とは言えないでしょう。肖像の権利性につ

いて規定した法律などはありません。損害賠償は民法の不法行為に基づ

いて請求できますが差し止め請求権まで認めるべきかどうかは見解が分

かれています。差し止め請求を認める根拠としては人格権が考えられます。

人格権は憲法に基づくものですがこれを認める具体的な法律規定はあり

ません。しかし物の所有権が侵害された場合には所有権に基づいて返還

請求ができるのですからそれよりも重要な権利である人格権が侵害された

場合にはその差し止めが認められて当然でしょう。 

 

号 類   型 内     容 

１ 周知表示混同惹起行為 周知の商号、標章、包装等の使用により混同を生じさせる行為 

２ 著名表示冒用行為 他人の著名な商品表示の使用など 

３ 商品形態模倣行為 他人の商品の形態を模倣した商品の販売など 

12 ドメイン名不正登録行為 不正利得目的での他人の氏名、商号と類似のﾄﾞﾒｲﾝ名の使用 

13 品質などの誤認惹起行為 品質、数量、用途を誤認させるような表示 

15 代理人などの商標冒用行為 代理人による他人の商標の無断使用 
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Ｑ．パブリシティ権とはどういうものでしょうか。 

Ａ．肖像権の延長として発展してきた権利としてパブリシティ権があります。肖像権がプライバシ

ー（秘密にしておく権利）として権利性を認めるのに対し、パブリシティ権はプライバシーの反面

としての氏名や肖像を営利目的で使用させることを内容とする権利です。すなわち著名人の氏

名や肖像の「顧客吸引力」という財産的価値が中心です。従って肖像権よりも知的財産に近い

と言えるでしょう。このような経済的側面を重視すると損害賠償は可能ですが差し止め請求を

認めることは困難になります。 

Ｑ．特許権などの権利が無ければどうなるのでしょうか。 

Ａ．上記のような権利に当てはまらなくても正当に保護されるべき利益は当然保護されるべきで

す。このような一般的制度として民法の不法行為の制度があります。特別な権利が無くても法

的に保護を受け得る利益が侵害された場合には不法行為制度に基づいて損害賠償の請求が

可能です。（但し差し止め請求権はありません。）特許侵害の場合でも差し止め請求は特許法に

基づいてますが損害賠償請求は民法の規定に基づいています。 

不法行為成立の要件 

①不法行為者に故意・過失があること（過失責任の原則） 

②不法行為者に責任能力があること 

③違法性（権利の侵害）があること 

④損害の発生があること（損害と因果関係があること） 

Ｑ．その不法行為制度とはどのようなものですか。 

Ａ．民法は私人間の関係を規律する基本的な法律です。この法律の一部（第 709条以下）で権利

や法的に保護されるべき利益が侵害された場合に救済を認める一般的な制度が設けられてい

ます。これが不法行為制度です。不法と名前がついていますが特に違法や倫理的に悪いという

ような意味はありません。交通事故で人の身体を傷つけた（事実行為）とか取引に際して相手を

騙して契約したとか（法律行為）いう場合がこれにあたります。ですから適用範囲は随分広いも

のです。知的財産の侵害もこれに当たります。この場合見方を考えれば正当な理由（法律上の

原因）なくして侵害者が利益を得ている（不当に利得している）事になりますので権利者にその

利益を返還すべきだということになります。これが不当利得の制度（703 条、704 条）です。（特

許権を侵害している場合侵害者は支払うべき実施料分や販売利益を利得していることになりま

す。）不法行為が成立する多くの場合不当利得も同時に発生します。不法行為と不当利得とは

請求権の時効期間などが異なりますので別個に存在価値があります。（不法行為は損害及び

加害者を知ったときから３年、不当利得は他の一般的な権利と同様に 10年です。） 

Ｑ．権利の侵害が条件になっているのであればやはり権利と名の付くものが必要な

のではないでしょうか。 

Ａ． 上記の 4つの要件の中で問題になるのは③の違法性（権利侵害）です。民法の不法行為とし

て損害賠償を請求するためには特許などのように権利と名のつく知的財産の侵害が必要かと

いう問題です。この点に関する理論の進展に大きな影響を与えたのは今で言う「知的財産」に
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関する事件です。この点に関して下記の 2つの有名な判決がありました。 

【桃中軒雲右衛門事件】（大正３年） 

権利者が桃中軒雲右衛門という浪曲師のレコードの海賊版を販売している者を著作権侵害とし

て損害賠償を請求した事件です。桃中軒雲右衛門は関東出身の浪曲家ですが九州を中心に

活躍し武士道や人情物を得意とし、現在の浪曲のスタイルを完成した人と言われています。こ

の事件では浪曲が著作権法に言う「音楽」に当たるかどうかが争われましたが大審院（現在の

最高裁判所）は「著作権という権利」の侵害が必要であるとした上で、浪曲には決まった旋律が

ある訳ではなく浪曲師がその都度節回しをつけているに過ぎないから音楽の著作権には当たら

ず権利侵害がないから不法行為には当たらないとしました。（現在の法律は異なっています。） 

【大学湯事件】（大正 14年） 

この事件では上記判決とは異なり不法行為が成立するためには「権利」と名のつくものが存在し

なくても「法的に保護されるべき利益の侵害」があれば良いとされました。大学湯は京都大学の

近くにあった公衆浴場の名称でこの「暖簾」の売買に関する事件です。今で言えば「サービスマ

ーク」に関する事件と言えるでしょう。この事件をきっかけに「権利侵害」の要件は「違法性」に置

きかえて理解されるようになりました。判例は不正競争防止法で営業秘密が保護されるように

なる以前からﾉｳﾊｳの侵害に関して損害賠償を認めていましたが、これはこのような理論に基づ

くものだったのです。 

「権利侵害」から「違法性」へ 

権利と名の付くものの侵害が必要。：桃中軒雲右衛門事件（大正３年）  

 

違法性（法的に保護されるべき利益の侵害）があれば足りる。：大学湯事件（大正 14年）  

Ｑ．権利化できない場合の最後の手段としてどのようなものがあるでしょうか。  

Ａ．技術的なｱｲﾃﾞｱであっても特許として出願するまでも無いような内容だが少なくても他人によ

る権利化だけは阻止したいというような場合があります。又学説などは権利化することができま

せん。著作権での保護はあるにせよこれは論文自体をコピーした場合の話であって筆者が同じ

学説を自己の表現で書き改めた場合などは元の学説は保護されません。このような場合の対

処方法としてはできるだけ広範囲に論文などを配布しその内容を公知化

することです。そうしておけば他人による権利化を阻止することもできます

し、自己が最初の学説の提唱者であることを主張することもできます。（事

実上の保護）このための技術ｱｲﾃﾞｱや意匠に関する公知化のためのシス

テムも存在しますから利用されると良いでしょう。 

         公知化のための登録データベース 

名  称 運営主体 対  象 

公開技報 発明協会 技術ｱｲﾃﾞｱ 

カタログ公知日認定保管 

創作デザイン寄託保管 

日本デザイン保護協会 

    〃 

意 匠 

 〃 
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知的財産保護に関する各種制度 

 

種  類 権利（根拠法） 保護対象 内  容 

産業財産権 

 

特許（特許法） 

 

実用新案権（実用新案法） 

意匠権（意匠法） 

商標権（商標法） 

発明 

 

物品の形状等の考案 

意匠の創作 

業務上の信用 

実施権を専有（差止請求権、信用回復

の措置。損害賠償請求は民法による） 

   〃 

   〃 

〃 (上記とは性格が異なる） 

品種の保護 育成者権（種苗法） 種苗法 特許と類似 

著作権関連 著作権（著作権法） 

 

 

プログラムの保護（〃） 

データベースの保護（〃） 

回路配置利用権（半導体

集積回路の回路配置に関

する法律） 

著作物、著作者の権利 

 

 

プログラム 

データベース 

半導体の回路配置 

著作者人格権と著作財産権（11 種）

他。差止請求権、名誉回復請求権。損

賠請求は民法による。 

    〃 

    〃 

利用権を専有（差止請求権、損

害賠償請求は民法による。） 

不正競争防止 営業秘密（不正競争防止

法） 

 

形態模倣行為の禁止（〃） 

その他（〃） 

営業秘密（ﾉｳﾊｳ） 

 

 

商品の形態 

商品の混同 

不正競争行為の禁止（損害賠

償請求権、差止請求権、信用

回復の措置） 

  〃 

  〃 

人格的権利 肖像権（民法など） 

 

パブリシティ権（〃） 

肖像（人格的側面

中心） 

顧客吸引力（経済

的側面中心） 

損害賠償は民法による。差止請求権

については考え方が分かれる。 

損害賠償は民法による。差し止め請

求は無理？ 

一般的制度 不法行為（民法 709

以下） 

 

 

 

不当利得（民法 703，

704） 

権利侵害一般 

 

 

 

 

〃 

法的に保護される利益を一般

的に保護。損害賠償請求権及

び名誉毀損における原状回復

請求権は規定されているが差

止請求権は無い。 

法律上原因の無い利得の返還

請求権 

事実上の保護 公表、公開、公知化 

（根拠法なし） 

不特定 自己の研究成果の公表、周知 

第三者による権利化の阻止 
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５月特許相談会（要予約） 

日  時： ５月１６日（火）13：30より （開始時間を変更しました） 

相談者： 滝本弁理士（鳥取大学客員教授） 

場  所： VBL４F知的財産センター会議室 

予約連絡先： 知的財産センター(内線 2765) 

 
 

 

目  次 
 

知的財産の有効活用進む！ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ２頁 

地域団体商標制度施行   ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ２頁 

新会社法施行       ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ２頁 

風力発電特許調査結果の報告‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ３頁 

Ｑ＆Ａ 

「バイオ特許･ﾘｻｰﾁﾂｰﾙ特許･特許侵害」‥‥ ４頁～８頁 

 

 

   
特許・技術契約のご相談は 鳥取大学知的財産センターへ 

 

連絡先：電 話 番 号 ０８５７－３１－６０００ （内線 2765） 

    ：Ｆ Ａ Ｘ 番 号 ０８５７－３１－５４７４ （内線 2771） 

   

鳥大知財ニュース 
知財 HP‥http://www.vbl.tottori-u.ac.jp/%7Eipmc/ 

 

2006年 5月 1日 

（ ２1号 ） 
 

発行：知的財産センター 
電話：0857-31-6000 

(内線 2765) 
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知知知的的的財財財産産産ののの有有有効効効活活活用用用進進進むむむ！！！   
 

イヌ感染症迅速診断法の実施契約を締結 
 

農学部の實方剛教授がベンチャー企業と共同研究されていた
成果であるイヌ感染症の迅速診断法の特許に関して実施契約が
成立した。今後この特許を利用した診断薬が中国や国内で販売
される予定。 

 

「自然エネルギー研究センター」設立 

本学で４番目の大学発ベンチャーである（有）「自然エネルギ
ー研究センター」が 3月 15日に設立された。業務内容は洋上風
況精査システムに関する研究開発、砂漠緑化支援技術の研究
開発、風力発電事業化のコンサルタントなどで、役員として本学
の工学部林農教授が就任されている。 

 
 
 
 

地域団体商標制度施行 

4 月 1 日より地域団体商標制度（地域ブランド）が施行されてい

ます。 

要件は  

①出願人が法人格を有し加入が自由な団体であること 

②商標が地域の名称と商品の名称だけで構成されていること 

などです。（詳細は第 18号（18年 2月）をご覧下さい。） 

 

新会社法施行 

5月 1日から新会社法が施行されました。 

（この日をもって有限会社法は廃止されました。） 

（詳細は第 19号（18年 3月）をご覧下さい） 
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風力発電特許調査結果まとまる。 

 

昨年 6 月に公募した「研究特別支援企画」の一環として工学部自然エネルギ

ー工学研究室の協力の下に進めていた風力発電特許調査の結果がこのたびま

とまりました。今後も特別支援として成果の有効活用の支援などを行って行く予

定です。ご覧になりたい方は知財センターにお申し出下さい。 

（概要編は 16頁、資料編は約 700頁です。） 

 

≪調査結果の概要≫ 

１．風力発電に関する特許の公開件数は近年急速に伸びている。風車と発

電機だけに限ってみても平成 17年度は 128件で 5年前の 5倍に伸びてい

る。 

２．技術内容としては装置全体、発電機、出力制御、羽根の構造、羽根の

ピッチ角制御に関するものが多い。 

３．目的別では発電効率、風車の回転効率を高めるためのものが圧倒的に

多いが、暴風対策、避雷対策など安全上のものも結構多い。 

４．大型の発電装置だけでなく家庭用、道路標識用、自動車用など小型装

置に関するものも出願されている。 

５．出願者は多岐に亘っており、大手機械メーカーだけでなく、少数出願

の企業や個人も多い。 

６．鳥取大学の出願は 7件（個人出願を含む。4月現在）である。 

公開件数の推移 
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Ｑ＆Ａ 

バイオ特許･ﾘｻｰﾁﾂｰﾙ特許･特許侵害 

 

Ｑ．大学ではバイオ研究が多いようですが。 

Ａ．大学が強い技術分野にバイオ研究の分野があります。バイオと一口に言っても農業関

係から遺伝子工学に至るまで随分幅広いものがありますが 21 世紀のこれからの特許戦

争の舞台はバイオの分野だといわれています。当大学においても医学部･農学部など各

学部でバイオの研究が行われています。米国では大学と結びついたバイオベンチャーが

急成長を遂げましたが日本は米国に大幅な遅れをとっており大学や公的研究機関での研

究成果のベンチャー企業への移転、新規産業の創出が遅れているのが現状です。 

バイオ産業の市場規模（経済産業省予測） 

1999年 １兆 2000億円⇒2010年 25兆円 

Ｑ．バイオテクノロジーとはどういうものですか。 

Ａ．発酵を利用してお酒を作るのもバイオテクノロジー

ですし植物の新品種を作るのもバイオ技術です。し

かし近年特に脚光を浴びてきたのが遺伝子工学と呼

ばれる分野です。1953年にワトソンとクリックが DNA

の二重らせん構造を発見し、1973年にはコーエンと

ボイヤーとが遺伝子組み換え技術を確立し、その後

急速な進歩を遂げてきました。2000年には米国でヒ

トゲノムがほぼ解読され、現在はそれを基盤としたゲ

ノム製薬（遺伝子情報を利用した医薬品の開発）、再

生医療などポストゲノムの時代に入ったと言われて

います。                              

（特許庁「ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰの特許について」より転載） 
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Ｑ．生物にも特許が認められるのですか。 

Ａ．確かにそういう問題が議論された時代もありました。生物は人工的に作り出されたものではあ

りませんのでそれ自体は特許にはなりません。しかしそれを操作したり生物を利用して医薬品

を製造したりする方法やそれによって生産された物質などは「自然法則を利用した技術的思

想」ということができます。米国でも当初そういう点が争われましたが 1980 年に最高裁判所が

遺伝子操作による微生物が特許の対象となることを認めて以来、米国の特許商標庁は遺伝子

組み換え植物や実験用マウスなど幅広く特許を認めてきました。日本の特許庁も 1979年には

微生物特許を認めることを明らかにし、1993 年には遺伝子が特許の対象となることを審査基

準で明らかにしています。 

遺伝子工学関係特許出願の推移 

特許庁「特許でわかる免疫工学・バイオ医薬品」より転載。 

 

Ｑ．リサーチツール特許とはどういうものですか。 

Ａ．研究方法や研究材料の技術に関する特許です。実験機器、装置、動植物、実験方法どのよう

なものでも含まれます。工学関係にも存在しますが関係が深いのがバイオ技術です。バイオの

研究ではこのような技術が特許化され、研究のためにそのような方法や研究材料を使用する

必要がある場合が多いからです。このリサーチツール特許は研究に幅広く利用され他のものや

方法で代替することが困難なため、上流で特許が取得されてしまうと下流の研究が制約されて

しまうという問題があります。例えば遺伝子組換方法の特許は対象を限定していませんから大

豆でもマウスでも微生物でもおよそ全ての遺伝子組換技術が特許の範囲に含まれてしまいま

す。これがリサーチツール特許の権利行使を考える上での困難な問題です。 

 

Ｑ．研究のための特許使用は侵害にならないと聞きましたが。 

Ａ．確かにその通りです。特許法第 69 条の 1 項では特許権の効力は「試験又は研究」のために

する特許発明の実施には及ばないと規定されています。問題はこの「試験又は研究」という文

言の意味です。この範囲は各国においても狭く解釈されており大学での研究が当然に試験・研

究に該当して免責されるものではないということです。大学での研究においても特許侵害で大

学が訴訟を提起されたケースが発生し大学関係者の間で一時大きな話題になっていました。 
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Ｑ．大学が訴えられたのですか。 

Ａ．その通りです。4年前の 2002年にMadey という教授が Duke大学を訴えて大学関係者に衝撃

を与えました。この事件は教授がレーザー装置に関する特許を持っており大学での研究にその

装置を使用していました。ところがこの教授が大学を辞めたため、他の研究者がその装置を使用

していたところ、この教授が大学を特許侵害として訴えたのです。この事件では大学は「試験･研

究」のための実施であると主張しましたが裁判所は大学の研究は大学のビジネスに密接に結び

ついているとしてこの主張を認めませんでした。 

Ｑ．日本ではどうですか。 

Ａ．日本でも浜松医科大学が訴えられたという事件がありました。これは米国の企業が大学におけ

る実験用マウスの使用が特許侵害に当たるとして訴えたものです。しかしこの事件は「試験･研

究」以外の論点で決着したので日本でのこの種の判例はないということになっています。 

Ｑ．特許庁はどう考えているのでしょうか。 

Ａ．このような問題が生じたために国の方でも検討がなされ 2004年に産業構造審議会の下部委員

会である特許戦略計画関連問題ワーキンググループというところで検討がなされ次のような見解

が示されています。 

試験･研究に該当するための条件（両者共に必要） 

１．特許発明自体についての試験研究であること。 

（新薬の開発のための研究は該当しない。） 

２．次のいずれかに該当すること 

 ①改良・発展を目的とする試験 

 ②機能調査（効果･副作用などの確認） 

 ③特許性調査（特許をとる条件を満たしているかどうかの確認） 

Ｑ．判例ではどのように解釈されているのですか。  

Ａ．判例では昭和６２年に除草剤の販売目的で農薬登録を受けるための薬効試験が「試験・研究」

にあたらないとされた判例があっただけでした。しかし近年医薬品の開発に関して新薬承認申請

のための治験などが「試験・研究」のための実施に当たるかどうかが問題となり関連する裁判が

多く提起され下級審では肯定･否定両方に分かれていました。このような状況の中で平成11年に

最高裁判所の判決が出され、臨床試験のための特許発明の実施は「試験・研究」に該当する（特

許侵害に当たらない）というという判断が出て一応決着がつきました。 

Ｑ．特許法では医薬品に関してどうなっていますか。 

Ａ．上記のように医薬品の開発には臨床試験など実用化までに長期間を要します。このような試験

が試験研究に当たらず実施に該当するとすれば新薬を開発しようとする者は特許終了後に試験

を始めなくてはならず旧特許の有効期間が延長されたのと同じ結果になりますし、それでは新薬

の開発が遅れます。そこで臨床試験は特許の実施には該当しないつまり他者の特許期間中でも

臨床試験は行えることを前提に、特許権者の保護を図るため昭和62年から医薬品については特

許の有効期間を申請により５年間を限度に延長することができるものとされています。（特許法第 

67条第 2項） 
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Ｑ．特許侵害になるとどうなるのですか。 

Ａ．特許侵害は無断で特許に記載されている技術を実施する（製品の製造･販売など）ことです。 

  特許を持っている権利者が侵害者に請求できる主な権利としては差し止め請求権と損害賠償

請求権があります。 

特許侵害の救済規定 

 根拠法 内 容 要 件 

差し止め

請求権 

特許法 

第 100条 

侵害行為（製造･販売等）の停

止又は予防 

故意過失（下記①）不要 

損害賠償

請求権 

民法 

第 709条 

特許権者が受けた損害（逸失

実施料、販売によって得べかり

し利益など）の賠償請求請求 

①故意過失（過失推定特 103条） 

②責任能力 

③違法性（特許権の侵害） 

④損害の発生・損害との因果関係 

Ｑ．差し止め請求の場合にはなぜ過失が不要なのでしょうか。  

Ａ．それは特許が物権（所有権など）と同じような権利だからです。自己の所有物を誰かが持って

いった場合もちろんその返還を請求することができます。この場合には持っていった人に故意・

過失がありますが風で洗濯物が隣の家に飛んでいった場合はどうでしょうか。この場合でも自

己の物は返還請求ができますね。これと同じです。 

Ｑ大学が侵害した場合差し止めを請求されるでしょうか。  

Ａ．それは何とも言えませんが、競合企業間では権利者としては差し止めと損害賠償の両者を請

求するでしょう。企業としてはなるべく有効な手段をとりたいでしょうから相手企業の顧客を相

手に使用を差し止めることもあります。製品を購入した人が製品を使用することも実施ですから

このようなことも可能になる訳ですがユーザーが大学の場合権利者はそこまでしてくるでしょう

か。大学の研究を差し止めても権利者にあまり利益がない場合も多いのではないでしょうか。

むしろ大学には損害賠償を請求してくる場合が多いのではないかと推定されます。 

Ｑ．そのような場合どうすればよいのでしょうか。 

Ａ．自己のやっていることが特許（請求）の範囲外であるとか試験･研究のための例外にあたると

か言えれば勿論それに超したことはありません。差し止め請求も損害賠償請求も阻止できるか

らです。しかしそう言えなくても直ぐに敗訴するわけではありません。損害賠償請求の場合、そ

の要件の一つでも否定することができればそれで要求を阻止できるからです。 

Ｑ．どういう要件を否定できるでしょうか。 

Ａ．損害賠償請求の 4つの条件のうち責任能力についてはあまり問題がありません。主観的要件と

しての故意･過失を否定することは考えられるでしょう。過失は特許法第 103 条で推定されるとい

っても推定だけですから反証を挙げて覆すことができます。（「看做す」とは異なります。） 

 製品の使用者である大学がその実験用機器などに第三者の特許が存在するかどうか等という

ことまで調べる注意義務があるでしょうか。大学は購入した製品はそのような権利の瑕疵がな

いということを信用しておれば良いのではないでしょうか。確かに特許法では過失が推定されて 
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いますがこれを製造販売を行うものについて当てはめることは合理性があるかも知れませんが

使用の場合には当てはまらないと主張することは十分可能なように思われます。それができれ

ば大学には過失が無いことになり損害賠償請求を否定することができます。 

Ｑ．権利の範囲に属するかどうかはどの要件に関わるのでしょうか。 

Ａ．3番目の要件は違法性（権利侵害）です。私は特許の技術的範囲が問題になった場合には研

究者、弁理士、法律家の 3 者 3 様の解釈があり、この三者が協力して対応していくのが良いと

考えています。研究者の中には自分は特許のことなどは分からないと言って投げ出してしまう

方がおられますがこれは間違いです。技術内容は発明者が一番良く知っているはずですから

自分が先ず責任を持って考えるべきです。勿論特許事務所もこのような相談に乗っていますか

らその考えを聞くのも良いでしょう。しかし裁判になれば判断するのは裁判官です。裁判官は侵

害かどうかも法的に判断します。この法的判断というのは侵害の状況なども総合的に勘案して

の判断ですから容易にその結果を予測することなどはできません。研究者や特許事務所は技

術的観点から判断しますが法的判断はこのような事実的判断とは必ずしも一致する訳ではあり

ません。従って研究者が技術面のみだけを考えて結果を予測することは危険です。この点誤解

しないようにする必要があります。 

三者三様の判断方法 

 判断方法 内  容 

発明者 技術的判断 技術中心の思考方法 

弁理士 特許的判断 特許的思考方法 

法律家 法的判断 規範的思考方法 

Ｑ．試験・研究のための実施であるというのはどの要件のことでしょうか。 

Ａ．これも 3 番目の「違法性」に関する検討です。「試験･研究」のための実施には特許権の効力

は及びませんからそうであれば特許権の侵害（違法性）はないということになります。試験・研

究の例外に当たるかどうかという議論はこの権利侵害についての議論だけであって前にも述べ

たように、この例外にあたらないからと言って直ぐに損害賠償請求が可能になる訳ではありま

せん。 

Ｑ．損害発生の要件というものはどういうものでしょうか。 

Ａ．私はもし大学が損害賠償で訴えられた場合この点も十分に争う余地があると考えています。

損害の賠償請求である以上損害が無ければ賠償請求ということはありえません。大学が特許

侵害をした場合特許権者にどのような損害が発生するでしょうか。特許権者は実施料を請求で

きますから特許権者が受け取ることができなかった実施料は当然損害に含まれます。この実

施料は一般に売り上げ高の 3～5％くらいといわれていますがこれも製造販売を中心に考えて

おり、大学における使用形態での侵害には当てはまらないことが多いでしょう。侵害により販売

ができなかったことによる損害などを大学に請求することは難しいのではないでしょうか。この

ように考えてくれば大学が損害賠償の請求を受けても対抗する論拠はいろいろあると思われま

す。 
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知財・利益相反特別講演会開催のお知らせ 

6 月 29 日（木）に外部から講師を招聘して標記講演会を開催します。特許と利益相反に関

する知識は今後の研究と成果の事業化のためには欠かせません。是非ご参加をお願いしま

す。（2,3頁） 

特許相談会のお知らせ 

日  時：6月15日（木）13：30より  

相談者：滝本弁理士（鳥取大学客員教授） 

場  所：VBL４F知財センター 

 

特許と技術契約のご相談は知的財産センターへ 

電話番号：0857-31-6000（内線 2765） 

FAX：0857-31-5474（内線 2771） 

鳥大知財ニュース 
知財HP‥http://www.vbl.tottori-u.ac.jp/%7Eipmc/ 

 

2006年 6月1日 

（ ２２号 ） 

発行：知的財産センター 

電話：0857-31-6000 

(内線2765) 
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講 演 内 容 

 

13:30 大学の研究における特許の役割 

～風力発電研究特別支援企画をモデルとして～ 

客員教授 知財管理ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ：松井 孝一 氏 

14:00 大学の研究成果の活用に向けて 

  ～活用を重視した特許権等の取得～ 

特許庁大学等支援室長：荒巻 慎哉 氏 

（休憩：15:10～15:30） 

15:30 利益相反マネジメントと大学発ベンチャー 

      京都ﾅﾉﾃｸｸﾗｽﾀｰ本部 科学技術ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ：今田 哲 氏 

                  （司会：知財センター 教授 佐々木 茂雄） 

 

主催：鳥取大学産官学連携推進機構 

共催：知的財産センター・利益相反委員会 

平成 18 年 6月 29日（木）13:30～16:40 

＜鳥取会場＞鳥取大学工学部大学院棟 2F 大講義室 

＜米子会場＞鳥取大学医学部保健学科 2F 会議室(TV 中継) 
          

特許なくして研究は語れません。特許情報は研究のための有力な

手段であり又権利化なくして成果の確保はあり得ません。他方研

究成果の活用のためには利益相反の問題は避けては通れません。

この 2つの問題について専門家の方に講演していただきます。 

 

（写真は農学部のアジサイ） 
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本件に関するお問い合わせは知財センターへどうぞ。 

TEL：0857-31-6000  FAX：0857-31-5474 

Ｅ-mail：chizai@zim.tottori-u.ac.jp 

お問い合わせ 

 

講師のご紹介 
 
     

 

 

                    

 

      

   

 

 

 

 

 
 

 

 

                                 

 

 

 

 会場のご案内   

 

 

    駐車場のご案内                                                                                          
お車でお越しの方は、正門を 

  入ってすぐ左の来客用駐車場  

をご利用ください。 

                            

                            

                       

 

       

多数のご来場お待ちしています。（参加自由） 

いまだ あきら  1959：北海道大学農学部卒業･武田薬品工業（株）入社 

        1970：農学博士（北海道大学） 

        1971：マサチューセッツ工科大学博士研究員 

        1994：武田薬品工業（株）退社（役職等は生物研究所所長、創薬研究本部副本部長、理事等） 

        1994：奈良先端科学技術大学院大学教授 

        2002：同大学停年退官（同大学での役職等は先端科学技術研究調査センター長、評議員等） 

        2002：京都高度技術研究所、京都ﾅﾉﾃｸｸﾗｽﾀｰ本部科学技術ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 

          （神戸大学連携創造本部客員教授、大阪産業大学工学研究科客員教授等兼任） 

  

まつい こういち 

知的財産管理ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ（発明協会） 

鳥取大学客員教授 

・大阪府出身 

・民間会社で約 20 年間技術提

携・ﾗｲｾﾝｽ・特許などの知財

業務に携わる。 

・2004 年：発明協会派遣ｱﾄﾞﾊﾞ

ｲｻﾞｰとして、鳥取大学赴任 

 

特許情報は研究の重要なツールです。平成 17 年度には「風力

発電」に関して研究のテーマ選択、研究の遂行、成果の権利化、

権利の有効活用までを特許面から一貫して密着支援する「研究

特別支援」企画を実施しました。その具体的成果について報告

致します。 

 

あらまき しんや 

特許庁総務部 技術調査課 大学等支援室長 

・1987：東京大学工学部卒業 

同年特許庁入庁 

・1991：審査官 

・2000：審判官 

・2005：上記現職 

 

国立大学の法人化以降、大学からの特許出願件数は急速に伸び

てきました。しかし、今後は、「件数」のみに偏らず「質の重

視」を念頭に、将来的に基本特許につながる重要な発明を国際

的な権利取得につなげていくことが重要と考えられておりま

す。この講演では、大学の研究成果を社会において有効活用す

るため、知的財産管理の充実が求められている状況と知的財産

を巡る国の政策についてご紹介したいと思います。 

 

鳥取会場 

mailto:chizai@zim.tottori-u.ac.jp
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技術契約(Ⅰ) 総論 

Ｑ．技術契約とはどういうものでしょうか。 

Ａ．研究や成果の実施に関わる契約を一般的に技術契約と呼んでいます。 

  このような契約として通常次のようなものが上げられています。 

技術契約の種類 

契約の種類 内  容 備  考 

共同研究契約 

 

受託研究契約 

・企業等と共同して研究を行う

契約 

・企業等から研究を受託する

契約 

・研究を共同で行うという一種の組合的な契

約。 

・受託には準委任契約の場合と請負契約の

場合とがある。 

共同出願契約 特許などの権利を共同で出願

する契約 

共同研究等により発生した共同発明又は単

独発明の特許を受ける権利の持分を譲渡し

て共同出願とする場合。 

実施許諾契約 

(License 

Agreement)    

共同研究成果実施 

契約 

・第三者に特許やノウハウの

実施を許諾する契約 

 

・特許の共同所有者から実施

料（不実施補償料）を収受す

るための契約 

・貸借型（賃貸借など）の契約に類似。（賃貸

料相当額が売上高比例になっており利益配

分の性格を有する。） 

・共有権利に関する契約は単に「実施契約」

と呼ばれることが多い。対価も実施料では

なく不実施補償料と呼ばれることが多い。 

有体物移転契約

(Material Transfer 

Agreement） 

研究に必要な有形の材料、動

物、機器、成果物などを譲渡

その他の方法により利用する

権利を設定する契約 

一般的な有体物に関する契約は除外して考

えられている。 

売買契約が多いであろうが賃貸借などもあり

得る。 

秘密保持契約 

（Non Disclosure 

 Agreement ） 

研究内容や技術内容を開示す

る際に情報を外部に開示しな

いと合意する契約 

共同研究や実施許諾契約をする前提として

共同研究内容や実施許諾技術の内容を開示

するにあたって締結される。 

その他 ソフトウエア開発委託契約 

試作品製作・供給契約 など 

研究の一環として第三者に製品の試作やソ

フトウエアーの開発などを委託する契約。

（売買、準委任、請負など） 

 

Ｑ．契約という語は日常良く聞きますがそもそもどういうものなのでしょうか。 

Ａ．財産に関する私法上の権利としては大きく分けて物権と債権とがあります。物件は所有権など物を

直接支配する権利です。人が人を直接支配するということは考えられませんから、人に対してはその

意思に基づいて一定の行為をすること（これを「給付」と呼んでいます。）を請求することができるだけ

Q&A 
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です。この権利を債権と言い、債権の発生原因としては契約など人の意思に基づくもの（法律行為）、

他人に損害を与えたという事実に基づくもの（不法行為、特許侵害や交通事故など）などがあります。 

契約は意思表示に基づいて債権（給付請求権）を発生させる典型的なもので代表的な例としては売買

契約、賃貸借契約などがあり、これらは日常良く耳にされていることと思います。民法という法律には

典型的な契約として 13 種類の契約が規定されていますが、記載されていないものであっても良い訳

ですし、民法に掲げられている契約であってもその内容は公序良俗に反することとでもならないもの

であれば契約当事者間で自由に定めることができます。そういう意味で上記の技術契約の種類も単

にこのような内容の契約が多いというにとどまり、この他の契約であっても研究に関して自由に異なる

内容の契約を締結することができます。 

Ｑ．契約交渉の事前の準備について教えて下さい。 

Ａ．契約書を作成すること自体は事務手続き的な業務です。しかし契約交渉は論戦と言っても良いでし

ょう。そのためには先ず戦略を立てることが必要です。例えば共同研究とするか、受託研究とするか、

実施許諾契約とするかなど契約の方針を考える必要があります。 

これらは一見異なるように見えても相互に補完的、代替的です。共同研究と受託研究とは明確に区分

されるようですがそうではありません。実際には同じような研究が共同研究になったり受託研究になっ

たりしています。しかしそこで生まれた発明の帰属などについてみれば共同研究においては共同出願

とされる場合が多いのに対し、受託研究では成果は大学に帰属するというように大きな差異がありま

す。まずどのような種類の契約とするのかが契約戦略の第一歩です。詳しくは共同研究のところでお

話しすることにしたいと思います。 

Ｑ．大学内では契約業務はどの部署が行うことになっているのですか。 

Ａ．契約内容を大学に有利なものとするためには誰が交渉主体となるかは大きな問題です。権利義務、

特に知的財産の帰属や実施に関しては知財センターや研究協力課にお任せいただくか、意見を聞い

た上での交渉を是非お願いします。共同研究の金額や実施料の収受など最初に研究者の先生方が

相手方と決着をつけてしまわれるケースを見受けますがこれは好ましくありません。特に最初に議事

録というような形で言質をとられてしまうと後での変更が極めて難しくなります。 

Ｑ．契約交渉のあるべき姿や理想的な契約内容とはどういうものでしょうか。 

Ａ．これはなかなか良い質問です。良く契約内容は当事者の力関係によって決まるなどと言われますが

このような考え方にはにわかには賛同することができません。確かに契約交渉には立場の相違（売り

手と買い手など）が反映されますし経済的な力の強弱の差も関係してきます。しかし交渉の場面で対

立することはあっても契約交渉は一つの合意を成立させようとする協働作業である筈です。契約に引

き続く共同研究や実施許諾はそれにより両者が利益を得る筈のものです。このような全体的観点から

は合意内容は各者の立場の相違や力関係の違いを考慮した上でもなお不公平と認められるようなも

のであってはならないと思います。本学では企業との契約においては相手方に対して敬意をもって接

し大学と企業という関係を考慮した上で、客観的に考えても公平性と妥当性をもった合意内容となるよ

うに努力しています。勿論大学として主張すべき点は主張しなければなりませんし、相手方からの根

拠のない不合理な要求に対しては反論しなければなりませんが、この場合でもその根拠と理由を十



6 

分に説明して納得していただけるよう努力しています。 

Ｑ．契約書を作成する意味はどこにあるのでしょうか。 

Ａ．契約は、当事者間の合意ですから口頭ででも契約が成立すればそれで良く、常に契約書が必要だと

言う訳ではありません。日常スーパーで買い物をするときにはスーパーとの間で売買契約が成立して

いることになりますが一々契約書などを作成することはありません。しかし後で問題が起こったときは

合意内容を明確した証拠となるものが必要になってきます。ですから不動産売買などの重要な契約

には契約書の作成が必要になるのです。 

Ｑ．契約書にはどのようなことが記載されるのでしょうか。 

Ａ．技術契約も他の契約と同じ契約であり別に特殊な性質を持っているものではありません。したがって

記載事項も他の契約の場合と変わりません。 

一般的な契約書の構成 

 （注）英文契約などでは一般事項の記載は日本の契約書とはかなり異なります。 

 

 

条文数・標題 記載内容 説  明 （例 示） 

契約書の名称 契約書の名称 共同研究契約書、実施許諾契約書、売買契約書、賃貸

借契約書など 

前文 経緯、何についての契

約か 

数行。「・・・に関して以下の通り合意する」 

第※条（目的） 趣旨･目的の記載 「・・・に資する目的をもって本契約を締結する」 

第※条（定義） 契約書中の用語の定

義 

「本契約においては以下の用語は下記の意義を有す

る」 

第※条（合意内容） 合意した権利義務の記

載 

共同研究する。実施許諾する。売り渡す。賃貸する な

ど 

第※条（条件など） 重要条件の記載 対価、支払い方法、引渡し期日、引渡し方法 など 

第※条（関連事項） 付随的事項の記載 秘密保持、情報のﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ、権利の登記、登録、許可

の取得 など 

第※条（一般条項） 契約の種類を問わず

契約に共通する事項の

記載 

瑕疵担保、権利の譲渡禁止、債務不履行による解除、

裁判管轄、有効期間、協議 など 

後文 契約書の作成･保管な

ど 

「契約書○通を作成し各者各一通を保管する」 

日付、当事者の表

示 

締結年月日、記名・押

印 

締結年月日、当事者の表示 

その他 収入印紙の貼付、消印 一定の種類の契約について印紙税を納付 
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Ｑ．どのような契約書が良い契約書でしょうか。 

Ａ．契約内容はわかりやすいことが第１です。日常用語的に普通の人が理解している表現でよいと思い

ます。専門用語を使うときは良く内容を確かめてからにしましょう。 

望ましい契約書 

①全体の構成がしっかりしている。 

②論理構成に矛盾がない。 

③必要な項目が網羅されている。 

望ましい契約文章 

①理解容易である。 

②表現が明確である。 

③解釈に柔軟性がある。 

 

Ｑ．契約の有効期間の記載は必ず必要なのでしょうか。 

Ａ．物の売買契約を考えれば義務の履行は一度で済みますから契約の有効期間は不要です。契約の

効力発生により所有権が売主から買主に移転し、そのまま買主の所有物になります。共同研究のよう

に行為が一定の期間継続する場合には契約の有効期間が通常定められます。しかしこのような定め

をした場合秘密保持期間などの例外を定める必要が出てくるために非常に条文が難しくなってしまい

ます。むしろ共同研究の期間と言う形で規定し各条項はそれぞれの目的を達成して終了するまで有

効という形にする方が良いとおもいます。 

Ｑ．どのようなものが契約の当事者になれるのでしょうか。 

Ａ．契約の当事者となり得るためには権利を有し義務を負いうる能力（権利能力）が必要です。自然人は

誰でもこの能力を有しており又その範囲にも制限はありません。 

法人は法律で自然人と同じようにこの能力を認めたものです。国立大学法人も法人の一種です。以前

は営利を目的とする会社や公益を目的とする社団法人、財団法人、行政目的の特殊法人などに限ら

れていましたが現在では中間的な法人（営利も公益も目的としない）などについても幅広く法人格が

認められるようになっています。しかし民法上の組合などは法人格が認められていませんから契約の

当事者にはなれません。あくまでも組合を構成する組合員全員が権利義務の主体となります。ただし

全員を表記するのは面倒なので判例は組合名義での契約を認めています。（全員を表示する代わり

に組合名を記載しただけですので権利義務の主体はあくまでも個人です。） 

法人の場合当事者はあくまでも法人自身ですから当事者としては代表者名の記載は不要です。 

Ｑ．代表者の記載にはどういう意味があるのでしょうか。 

Ａ．法人は法律上の存在であり自然人のように自らは行動することができません。そこで自然人である

代表者などの行為が法人の行為とみなされその効果が法人に帰属することになります。このようにそ

の人の行為が法人の行為と見なされる個人の資格が代表権です。会社の場合、代表取締役がこれに

当たります。代表権を持たない取締役や部長などの場合はその権限の範囲内で、会社を代理して契

約を締結することになります。従って誰が会社を代表又は代理して契約を締結したかを明記する必要
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があります。これが代表者の表示です。 

Ｑ．署名と記名押印はどう違うのですか。 

Ａ．署名は自書であり、記名押印はワープロなどで氏名を記載し、捺印したものです。両者は原則として

同一の効力を有しています。しかし署名の場合でも押印がなされている場合が多いようです。 

Ｑ．法人の住所はどこにあるのですか。 

Ａ．会社の住所は本店の所在地です。従って東京に本社がある会社の鳥取支店と契約した場合でも会

社の住所地としては東京の住所を記載するのが正しいということになります。代表者として鳥取支店

長が記載されている場合、鳥取支店長が東京に住所を有する会社を代表（代理）して契約を締結した

とことになります。すなわち鳥取支店長という肩書きは代表（代理）資格を表している訳です。 

Ｑ．収入印紙を貼ることにはどういう意味があるのですか。 

Ａ．一定の契約書や文書（手形、領収書）を作成した場合印紙税という税金がかかります。この税金は収

入印紙を貼付することによって納付します。したがって収入印紙を貼らなければ税金を払わなかった

ことにはなりますが契約の効力には関係がありません。なお国立大学法人は一定の範囲で印紙税が

免除されています。 

契約に関する一般的事項のまとめ 

 内   容 備  考 

契約の有効期間 一時的給付（売買など）：期間の定め不要 

継続的給付（共同研究など）：期間の定め必要 

   （但し共同研究の期間として定めても良い） 

 

契約当事者 個人：誰でも契約主体になれる（民法第1条の 3） 

法人：会社、社団法人、財団法人、中間法人など 

法人化されていない社団：社団として契約可能 

組合：組合名義で契約は可能だが権利義務の主体

は個人 

近年特別法により法人

格が付与される場合が

多くなった。 

有限責任事業組合は

組合の一種。 

代表者の記載 理事・代表取締役など：代表権に基づく。 

代表権の無い役員･その他：代理権に基づく。 

 

記名・押印 署名（自書）と記名･押印とは同一の効力がある。 

しかし現実には記名（ワープロ）と押印が多い。 

署名でも押印のあるこ

とが多い。 

印の種類 代表者印（丸印）：記名・押印のときは必ず必要 

法人印（角印）：契約の効力とは無関係 

丸印は法人のものでも

個人の印でも良い。 

住所 個人：生活の本拠地（民法第21条） 

公益法人：主たる事務所の所在地（民法第50条） 

会社：本店所在地（会社法第4条） 

支店の所在地は会社

の住所ではない。 

収入印紙 印紙税法により一定の契約書に貼付必要 

・不要な契約書 

共同研究契約書 

受託研究契約書（委任に限り請負のときは必要） 

実施許諾契約 

秘密保持契約など 

・必要な契約書 

特許譲渡契約書（権利成立後に限る。） 

左記により印紙が必要

とされる契約書であっ

ても国立大学法人作成

の契約書には貼付不

要 
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特許相談会（７月度） 

日  時：７月1３日（木）13：30より  

相談者：滝本弁理士（鳥取大学客員教授） 

場  所：VBL４F知財センター 

 

お知らせ 

７月に特許やノウハウで収益があった方に実績補償金をお支払いします。 

ノウハウ・ソフトウェアーなどで昨年度収益があった方は至急研究協力課迄 

ご連絡をお願いします。（３頁参照） 
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特許と技術契約のご相談は知的財産センターへ 

電話番号：0857-31-6000（内線 2765） 

FAX：0857-31-5474（内線 2771） 

鳥大知財ニュース 
知財HP‥http://www.vbl.tottori-u.ac.jp/%7Eipmc/ 

 

2006年 7月1日 

（ ２３号 ） 

発行：知的財産センター 

電話：0857-31-6000 

(内線2765) 
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知財･利益相反特別講演会を開催（6月 29日） 

１．大学の研究における特許の役割 ～風力発電研究特別支援企画をモデルとして～ 

  知的財産管理アドバイザー  松井 孝一 氏 
 
① 特許は、ﾃｰﾏの選択から研究の遂行、成果の確保、有効活用に

至るまで全ての段階で深い関わりがある。 

② 今回は風力発電に関して研究特別支援企画として特許調査を実

施した。 

③ 知財の業務は後方支援（ロジスティクス）に当たる。うまく利用す

れば有利に研究を進めることができる。無視すれば無駄な研究

をしたり成果の活用がうまくできなく可能性もある。知的財産をう

まく利用することが研究を成功させる秘訣である。 

 

２．大学の研究成果の活用に向けて ～活用を重視した特許権の取得～ 

特許庁技術調査課大学等支援室長  荒巻 慎哉 氏 
 

① 大学の使命は「教育と学術研究」であるが、第３の使命として「社

会貢献」が期待されている。すなわち企業への技術移転等により

研究成果の社会的普及を図ることが重要。ただし、実施料収入の

獲得には時間を要するので、長期的な視点に立って技術移転活

動を継続することが必要である。 

② 2005 年度の日本の大学の特許出願件数は約７千件で大学の知

的財産活動は着実に立ち上がりつつある。（出願件数では米国の

大学と肩を並べるようになった。）グローバル出願率は 25％程度

まで上昇しているが、大学には、「件数」のみに偏らず「質の重視」を念頭に、基本特許につ

ながる重要な発明を国際的に権利取得していくという、本格的な知的財産戦略が求められ

ており、特許の活用を重視した知的財産管理の充実が必要である。 

③ 特許庁は大学の知的財産管理体制の構築を支援するため、23 の大学にｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰを派遣

している。（鳥取大学も派遣先の一つ） 

④ 知的財産推進計画 2006 の大学関係の重要項目は、大学とＴＬＯの一本化や連携強化、特

許料等の減免措置の拡充、国際的な特許出願の支援、特許･論文情報統合検索システム

の整備などである。 

 

３．利益相反マネジメントと大学発ベンチャー 

京都高度技術研究所、京都ﾅﾉﾃｸｸﾗｽﾀｰ本部、 

科学技術ｺｰﾃﾞｨﾈｰタ  今田 哲 氏 

① 大学発ベンチャーを設立すると必然的に利益相反の問題が起こ

りやすい。 

② 利益相反の考え方：法令違反などとは異なる。社会的信頼を損な

うかどうかが判断基準。世間にどのように写るかを重視。 

③ マネジメントのポイント：懸念される問題点をはっきりさせ何がで

き何ができないかを明文的に示すこと。ガイドラインは目安にとど

めること。権限を持っている人が速やかに決断を下せる仕組み作

り。文書によるのではなくモニタリングが重要。 



3 

ノウハウ･ソフト等で昨年度収益があった方へ 

7 月に昨年度（17．4～18．3）の実施料収入に基づき発明者などに対して実績補償金･実績報奨

金をお支払いします。ノウハウやソフトウエアーに関して収益があった場合は実績の報告が必要

です。昨年度にノウハウ・ソフトなどで収益があった場合には必ず研究協力課までお届け下さい。

報告がない場合実績報奨金が支払われないことがあります。 

（特許･実用新案権・意匠権･育成者権による収益は報告の必要はありません。） 

 
補償金･報奨金の体系 

 
補償･報奨の対象となる収益の算定方法 

特許権、実用新案権、意匠権、育成者権 補償（対価の支払い）⇒大学で調査して補償 

ノウハウ、ソフトウエアー、 

回路配置利用権、著作権 
報奨（表彰的意味での支払い）⇒報告により報奨 

 産業財産権など（大学承継型） その他の知財（大学原始帰属型） 

特 許 実用新案 意 匠 育成者権 
ノウハ

ウ 

回 路 配

置利用

権 

ソフトウ

エアー 
著作権 

出願時 ５０００円 
（支払い

無し） 
５０００円 

（支払い

無し） 

（出願

制度無

し） 

（支払い

無し） 

（出願

制度無

し） 

（出願

制度無

し） 

登録時 
10000

円 
（〃） 

10000

円 
（〃） （〃） （〃） （〃） （〃） 

実 績 
収益額

の４０％ 

収益額

の４０％ 

収益額

の４０％ 

収益額

の４０％ 

収益額

の４０％ 

収益額

の４０％ 

収益額

の４０％ 
任意的 

 産業財産権など（大学承継型） その他の知財（大学原始帰属型） 

特 許 実用新案 意 匠 育成者権 
ノウハ

ウ 

回 路 配

置 利 用

権 

ソフトウ

エアー 
著作権 

譲渡代

金 

収入金

額 

収 入 金

額 

収入金

額 

収 入 金

額 

収入金

額 

収 入 金

額 

想定使

用 料 

任意的 

実施許

諾料 

実施料 実施料 実施料 実施料 実施料 実施料 想定使

用 料 

任意的 

自己実

施収益 

想定実

施料 

想 定 実

施料 

想定実

施料 

想 定 実

施料 

想定実

施料 

想 定 実

施料 

（ 支 払

い無し） 

任意的 

 技 術 評

価 書 の

提 出 必

要 

  文書 に

よ り 特

定 さ れ

実施が

明瞭な

場合 に

限る。 

   

手続き 大学で調査して補償 本人からの報告により報奨 
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Ｑ＆Ａ： 「知的財産推進計画 2006」 

Ｑ．知的財産推進計画とはどういうものですか。 

Ａ．知的財産推進計画 2006 は知的財産に関する国の基本的な方針を述べたもので本年度も 6

月に政府の知的財産戦略本部から公表されました。国の知的財産に関係する全ての機関（特

許庁、文部科学省、農林水産省など）が 2006年度の知的財産に関する自機関の政策と目標に

ついて記載しています。 

知的財産推進計画 2006の構成  

総 論 知財戦略の意義、第１期･第２期の概要、知財推進計画の策定 

重点編 取り組むべき施策のうち、特に重要と考えられるものを記載 

本 編 5章より構成（内訳は次頁下段の表） 

成果編（知的財産戦略の進展） 知的財産の創造･保護・活用、関連法等一覧、施行体制 

 

Ｑ．総論では何が述べられているのですか？ 

Ａ．まず「今なぜ知的財産戦略か」という問いに対して「ものづくりに加えて、技術、デザイン、ブラ

ンドや音楽･映画等のコンテンツといった価値ある「情報づくり」、すなわち無形資産の創造を経済

活動の基盤に据えることにより、我が国経済･社会の新たな発展を図るという国家戦略である」と

答えています。 

 

Ｑ．本年度から新しい期に入るのですか？ 

Ａ．その通りです。総論では第 1期（2003年から 2005年まで）に関しては知的財産戦略を回顧し、

その軌跡と成果について述べています。2006 年度から始まる第 2 期に関しては、その目標とし

て７つの重点項目と 5つの視点が掲げられています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（「知的財産推進計画 2006」より転載） 
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第２期（2006～2008）の目標 

                   世界最先端の知的財産立国を目指す。 

第 2期の重点テーマ 

 

Ｑ．全体の概要はどうなっていますか。 

Ａ．知的財産の創造など５つの章から構成され、その内容が具体的に記載されています。 

全体の概要 

７つの重点項目 ５つの視点 

ⅰ）国際的な展開 

ⅱ）地域への展開及び中小・ベンチャー企業

の支援 

ⅲ）大学等における知財の創造と産学連携の

推進 

ⅳ）出願構造改革･特許審査の迅速化 

ⅴ）コンテンツの振興 

ⅵ）日本ブランドの振興 

ⅶ）知財人材の確保･育成 

ⅰ）イノベーションを促進する 

ⅱ）知的財産文化を国内志向から国際志向に変

える 

ⅲ）スピードある改革を行う 

ⅳ）知的財産とそれ以外の価値とのバランスに留

意する 

ⅴ）総合的な取組を行う 

 

第１章 知的財産の創造 （１）大学知的財産本部・TLOの一本化や連携強化を進める。 

（２）特許料等の減免措置を拡充する 

（３）国際的な特許出願を支援する 

（４）「特許･論文情報統合検索システム」を整備する 

（５）国際的な産学官連携を推進する 

（６）日本版バイ･ドール制度の適用対象を拡大する 

第２章 知的財産の保護 Ⅰ．知的財産の保護を強化する 

（１）特許審査迅速化・効率化推進本部を中心とした取組の推進 

（２）特許電子図書館等を通じた産業財産権情報の利用環境を

整備する。他 

Ⅱ．模倣品･海賊版対策を強化する  

第３章 知的財産の活用 Ⅰ．知的財産を戦略的に活用する 

Ⅱ．国際標準化活動を強化する 

Ⅲ．中小・ベンチャー企業を支援する 

Ⅳ．知的財産を活用して地域を振興する 

第４章 コンテンツをいかした

文化創造国家づくり 
Ⅰ．世界トップクラスのコンテンツ大国を実現する 

Ⅱ．ライフスタイルをいかした日本ブランド戦略を進める 
第５章 人材の育成と国民意識

の向上 
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Ｑ．大学にとって関係の深いのはどの部分ですか。 

Ａ．本編の第 1 章の知的財産の創造の部分の殆どが大学に関する記載になっています。大学が

知的財産創造の場として期待されていることが良くわかります。今回はこの部分を中心に以下

詳しく見ていくことにしましょう。 

第１章 知的財産の創造 

１．大学における知的財産の創造を推進する 

２．知的財産を軸とした産学官連携を推進する 

３．研究者の創造環境を整備する。 

４．企業における質の高い知的財産の創造を推進する 

 

Ｑ．それでは順番にお伺いします。先ず「大学における知的財産の創造を推進する」

とはどういうことでしょうか。  

Ａ．大学とＴＬＯの一本化や連携強化を進めることとされていますが本学にはＴＬＯがありません

のでこの点はあまり関係がありません。大学にとってうれしいのは特許料等の減免措置がポス

トドクター、院生、学生等が発明者に含まれる場合にも拡大するとされていることです。またＪＳ

Ｔによる大学に対する海外特許出願支援制度も強化されることになっています。 

この他大学関係者にとって関係の深いものとして「特許･論文情報統合検索システム」を整備す

ることとされ、研究開発において特許情報などの活用を促進するためパテントマップ作成のノウ

ハウを大学に提供することとされています。 

 

第１章：１．大学における知的財産の創造を推進する 

（１）知的財産に関する総合的な体

制を強化する 

 

①大学知的財産本部・ＴＬＯの一本化や連携強化を進

める。 

②大学の知的財産本部を強化する 

③ＴＬＯを強化する 

（２）知的財産に関する活動を推進

する 

 

①知的財産の適正な管理を支援する 

②契約、紛争処理の体制整備を支援する 

③機関一元管理の体制整備を推進する 

（３）知的財産関連費用を支援･確

保する 

 

①特許料の減免措置を拡充する 

②国際的な特許出願を支援する 

③知的財産の取得・維持費用を確保する 

（４）研究開発において特許情報等

を活用する 

①「特許・論文情報統合検索システム」を整備する 

②特許情報等の活用による研究開発の効率化を促す 

（５）大学等の評価において知的財

産に関する活動状況に配慮する 
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Ｑ．次の「知的財産を軸とした産学官連携を推進する」とはどういう意味ですか。  

Ａ．まず産学官連携の基盤を強化するということで、大学等の事務･運営体制の改革支援、プロジ

ェクト型共同研究の推進などが唄われています。ついで共同研究、受託研究ルールの明確化

や利益相反マネジメントの強化などが挙げられています。 

第１章：２．知的財産を軸とした産学官連携を推進する 

（１）産学官連携の基盤を強化する 

 

①大学等の事務・運営体制の改革を支援する 

②国際的な産学官連携を推進する 

③プロジェクト型共同研究を推進する 

④大学等と企業の橋渡し機能を強化する 

（２）産学官連携に関するルールを整備する 

 

①共同研究･受託研究のルールを明確化する 

②共同研究におけるポストドクター、院生等

の位置付けを明確化する 

③共同契約の柔軟性と迅速性を確保する 

④利益相反に関するマネジメントを強化す

る 

（３）ﾗｲｾﾝｽの対価としての株式取得･売却ル

ールを整備する。 

 

（４）大学発ベンチャーを促進する  

（５）日本版バイ・ドール制度の適用対象を

拡大する 

 

 

Ｑ．「研究者の創造環境を整備する」ということの具体的な内容を教えて下さい。  

Ａ．研究者に発明に対するインセンティブを付与するため実施料収入などの個人、学部･学科に

対する還元ルールを明確化することを促すものとされています。本学の場合「知的財産方針」

により一応明確になっているものと考えています。また大学の研究における特許発明の使用を

円滑化するため「政府資金を原資とする知財権についてのライセンスに関する指針」を大学等

に周知し、適切な運用が行われるように努めることとされています。 

第１章：３．研究者の創造環境を整備する。 

（１）知的財産の創造を重視した研究

開発を推進する 

①研究者にインセンティブを付与する 

②研究開発評価において知的財産を活用する 

（２）研究における特許発明の使用を

円滑化する 

 

（３）先端技術分野における知的財産

問題に取り組む 

 

（４）研究ノートの導入を奨励する  
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Ｑ．「企業における質の高い知的財産の創造を推進する」という項目も大学に関係が

あるのですか。  

Ａ．企業の研究開発に関する政策が中心ですが、企業に対しても企業の側から産学連携を進め

るような施策をとることを推進することとされています。 

 

第１章：４．企業における質の高い知的財産の創造を推進する 

（１）企業による産学官連携活動を推進する 企業側からの産学官連携を促す 

（２）技術戦略マップを活用した戦略的研究

開発を推進する。 

 

（３）魅力あるデザインの創造を推進する  

 

Ｑ．以上のお話は知的財産の創造に関するお話でしたが第２章の知的財産の保護に

ついてはどうですか。  

Ａ．特に大学のためだけという訳ではないのですが、特許審査の迅速化、効率化などが唄われて

います。また特許電子図書館等を通じた産業財産権情報の利用環境の整備や利用手続きの

柔軟性・利便性を高めることなどが述べられています。 

一方最近新聞紙上などでも問題となっている模倣品・海賊版対策を強化することも主要項目と

されています。 

Ｑ．知的財産の活用（第３章）についてはどうですか。  

Ａ．企業が知的財産を戦略的に経営に利用することを促進すること、国際標準化活動を強化する

ことなどが記載されています。大学に関係の深い点は中小・ベンチャー企業を支援するという

点と知的財産を活用して地域を振興するという点でしょう。「地域と大学等等との連携を促進す

る」と「地方公共団体と地域の大学との連携を促進する」という項目は本学にも大いに関係があ

ります。 

Ｑ．コンテンツ（第４章）についてはどうですか。  

Ａ．コンテンツは正に知的創造物そのものです。しかも日本が世界をリ

ードできる能力を持っていると言われています。本格的なデジタルコ

ンテンツ時代の到来を向かえ、このようなコンテンツを保護し日本が

クリエータ大国として世界に発信していくことができるよう事業を支援

することが課題とされています。 

Ｑ．人材の育成（第５章）についてはどうですか。  

Ａ．知的財産の保護や活用といってもまずそれを運用していく人材が必要です。このような人材

の育成や人材のネットワーク作り、学校における教育などを通じて国民の知的財産意識を向上

させることなどが唄われています。 
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特許相談会（８月度） 

日  時：８月２２日（火）13：30 より  

相談者：滝本弁理士（鳥取大学客員教授） 

場  所：VBL４F知財センター 
 

特許電子図書館･専用端末の利用を 
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実績補償金支払いについて ････････････････････････ 2 
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Q＆A：「技術契約(Ⅱ)｢共同研究契約・受託研究契約｣ ･･ 3 

特許電子図書館･専用端末の利用を ･････････････････ 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成１７年７月の特許電子図書館(IPDL)設置以来、多数
の方に利用していただいています。 
先行技術調査に、是非ご利用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

鳥大知財ニュース 
知財 HP‥http://www.vbl.tottori-u.ac.jp/%7Eipmc/ 

2006年 8月 1日 

（ ２４号 ） 
発行：知的財産センター 

電話：0857-31-6000 

(内線 2765) 

 

 
暑中お見舞い申し上げます。 

一斉休業日（８／１４～８／１６）は知財センターもお休みです。 

電話番号：0857-31-6000 （内線 2765） 
FAX番号：0857-31-5474 （内線 2771) 
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外部講習会のお知らせ 
8 月、9 月には外部で知財関係の講習会が多数開催されます。比較的参加しやすいも

のをあつめました。大学関係者もせいぜいご参加願います。（黄色地は県外実施分） 

お問い合わせは知的財産センターまでお願いします。 

 

 

名  称 主 催 日  時 会  場 

特許流通講座（基礎編） 発明協会 ８/9（水）10:00～ 松江商工会議所 

特許情報活用セミナー 

（特許･実用新案ｺｰｽ） 

鳥取県知的

所有権ｾﾝﾀｰ 

鳥取８/9（水）10:00～ 

倉吉８/30(水）10:00～ 

鳥取県 IT研修ｾﾝﾀｰ 

倉吉高等技術専門学校 

知的財産ﾀｳﾝﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 

in とっとり 

〃 

弁理士会 
８/19（土）13:30～ さざんか会館会議室 

特許情報活用セミナー 

（意匠･商標コース） 

鳥取県知的

所有権ｾﾝﾀｰ 
８/23（水）10:00～ 倉吉高等技術専門学校 

知財実践セミナー 
〃 

弁理士会 
9/13（水）13:30～ 未定 

知的財産制度説明会 

（初心者向け） 

特許庁 

発明協会 
9/21（木）13:30～ 

ウェルシティ鳥取 

（鳥取厚生年金会館） 

特許流通講座･実務編 

（4日間コース） 
発明協会 

9/21（木）、9/27（水） 

10/5（木）、10/13（金） 

新梅田研修センター 

（大阪） 

平成 17年度実績補償を実施 

 

7 月に、昨年度に特許の実施料収入などがあった発明者などに対して実績補償金

（ノウハウに関する実績報奨金を含む。）が支払われた。今回は實方助教授のイヌ感

染症迅速診断方法に関する実施料収入に対して実施料収入の 4 割の報奨金が支

払われた。 

このような実績補償金の支払いは今回が最初である。 
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Ｑ＆Ａ：技術契約（Ⅱ）「共同研究契約・受託研究契約」 

Ｑ．大学では共同研究や受託研究が多いようですが。 

Ａ．今までは大学が民間企業から研究資金の提供を受ける場合「奨学寄附金」制度が良く利用さ

れていました。この制度では文字通り寄付金ですから成果などは全部大学のものとなり民間企

業での有効活用はあまり期待できませんでした。（成果を共有とする共同研究契約などは禁止

されていました。）しかし近年では大学も民間企業のニーズにあった研究を共同して行い成果も

企業によって実施（製造･販売）されることが期待されるようになりました。共同研究や受託研究

は合意によるものですから成果の取扱も契約である程度自由に定めることが可能となりました。 

 

Ｑ．共同研究と受託研究はどう違うのですか。 

Ａ．受託研究は第三者から費用を頂いて研究を行うものであり比較的単純です。共同研究は本来

的には両者にニーズがあって、相互に技術と費用を出して研究を行い、成果は両者が利用する

というのが典型的な共同研究です。しかし現実には一方当事者だけが研究を行い他方は費用

だけを負担するというのも共同研究と言っていますからその形態は千差万別です。（後者のもの

は実質的には受託研究と同じです。） 

共同研究と受託研究の比較 

 共同研究 受託研究 

研究の必要性 両者に必要 委託者 

研究業務の分担 両者で分担 受託者 

費用負担 両者が負担 委託者 

成果の帰属 両者に帰属（共有が多い） 受託者又は委託者 

成果の実施 両者が実施 委託者 

 

Ｑ．契約の性質はどういうものでしょうか 

Ａ．まず考え方として契約は両当事者が協力して一つの成果を生み出そうというのですから組合

契約に近いと言えます。研究受託（委託）契約は大学から一つの業務を頼まれるのですから準

委任契約又は請負契約と考えることができます。 

 

Ｑ．難しい言葉が出てきましたが準委任と請負とではどう違うのですか。 

Ａ．簡単に言えば準委任はある特定の業務を行うことを委託する契約、請負は結果を出してその

結果を委託者に引き渡す契約と言えます。一定の研究を行うことを委託する（結果は問わな

い）契約、研究の成果を委託者に引き渡す契約が請負契約です。（建築の請負契約と同じ。）研

究の受託の場合には期待通りの研究の結果が必ず出るとは限りませんから通常準委任契約と

考えて良いでしょう。これに対して調査の受託、ソフト開発の受託などはこれらの行為の結果が
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大事であり、調査レポートの提出やプログラムの引渡しにより始めて受託行為が完成したと考

えられますから請負契約と考えられ易くなります。しかし請負契約の場合には結果を引渡さな

ければ代金の請求ができませんから受託者にとって不利です。大学が受託者である場合でき

るだけ準委任契約にするべきでしょう。 

共同研究と受託研究との差異 

契約種類 契約の性質 義務の内容 例 

共同研究契約 組合(民 667)又は

相互委任 

共同して研究を行うこと（費用の

分担だけの場合もある。） 

共同研究、共同調査、

資金の分担 

受託研究契約 準委任 

(民 656,643) 

研究行為を行うこと（委託）（研

究成果が出なくても良い） 

研究の受託 

請負(民 632) 研究成果の引渡し（引渡しにより

代金請求権発生） 

調査･試験・試作・ソフト

開発の受託 

 

Ｑ．共同研究にはどのような特徴がありますか。 

Ａ．共同研究の目的は多種多様です。研究資金を得るため（大学の受託研究など）、技術力の弱

い点を相互に補完しあうことにより優れた成果を短期間に出すことなどが一般的です。 

メーカー間では電機メーカーと部品メーカーのように垂直的な共同研究が多く行われています。

これは部品メーカーにとっては完成品メーカーのニーズに合致した製品を開発できること、開発

した製品を完成品メーカーに購入してもらえることなど大きなメリットがあります。したがって共

同研究を技術研究というよりは営業行為として考えている企業もあります。 

共同研究の利害得失 

メリット デメリット 

●ユーザーのニーズにより合致した研究 

（ユーザー側企業による購入期待。） 

●技術力の組み合わせによる優れた技術の研

究・研究期間の短縮 

●分担による研究費用の軽減 

●成果を独占できない。 

（共有になることが多い） 

●研究関連事務（契約、打合せ）、特許管理事

務（相手方の同意必要）の煩雑化 

●技術情報が相手方に流出する 

 

Ｑ．共同研究の形としてはどのようなものがあるでしょうか。 

Ａ．共同研究の目的により各種の当事者の組み合わせが考えられます。同種当事者の場合は水

平型、原料メーカーと製品メーカーなど縦の繋がりがある場合は垂直型と呼ばれています。 

共同研究の当事者による区分 

形態 例 

水平型共同研究 大学間、大学と研究機関、大学と企業、メーカー間（少ない） 

垂直型共同研究 メーカー（組み立てメーカー）とユーザー企業（部品メーカー） 
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Ｑ．共同研究に関する交渉はどのように進めたらよいでしょうか。 

Ａ．鳥取大学には共同研究取扱規則や受託研究取扱規則などがありますのでその規定に従って

契約することになります。契約に関する事務は研究協力課が行っていますので締結はそちらで

行います。良くある失敗例は最初に研究室の方が相手方と重要点について合意をしてしまわれ

ることです。契約交渉にはある程度の知識や経験が必要ですから交渉は専門部署に任せるべ

きです。考え方などについては知的財産センターもお手伝いをしますので交渉を始められる前

にご相談下さい。 

 

Ｑ．契約内容に関する基本的なスタンスは？ 

Ａ．契約は内容が両者にとって形式面･実体面共に公正･妥当なものでなければなりません。大学

が収受している受託費用や共同研究費用は低廉で指導教員の給与も費用に含まれていませ

ん。他のある大学では 100万円を貰った共同研究で大学側の費用が 1800万円かかったという

例も報告されています。本学でも殆どが十分な研究費用を取得しておらず事情は似通っていま

す。これらの事実は当然成果の帰属や実施、実施利益の配分などの契約内容に反映されなけ

ればなりません。それで始めて実質的な公平性が保たれることになります。このような事情を

無視しての形式的な平等割合での権利共有や実施利益の無分配などは実質的に不公平なも

のであり妥当ではないというべきでしょう。 

 

Ｑ．共同研究や受託研究においてよく交渉時に問題となるのはどのような点ですか。 

Ａ．それは何と言っても「成果の帰属」と「成果の実施」の条項です。これらは共同研究であるか、

受託研究であるかという契約の性質とは無関係に自由に定めることができますが一応共同研

究の場合は共有とすること広く行われています。受託研究の場合には受託費用に成果譲渡の

対価も含まれている、あるいは受託者は成果を実施しないことからその必要性が少ないとして

委託者に帰属させることも行われていますが、大学では受託費用も低廉なことから特許につい

ては特許法の発明者主義の原則に則り大学に帰属させることとしています。 

成果の実施に関する優先と費用負担・実施料との相関関係 

 出願費用の負担 実施料 

非独占実施 権利の持分に応じる イニシアル、ランニングロイヤルティ 

優先実施（例文で採用） 企業負担（共同出願分）   〃  、  〃  

独占実施  〃 （ 〃 ）   〃  、  〃  （含むミニマム） 

 

Ｑ．成果が共有になるとどうなるのですか。 

Ａ．これはなかなか良い質問です。共同研究においては何でも共有にする傾向がありますが共有

は半分自己のものであって半分自己のものでは無い訳ですから安易に共有にすることは避け

た方が賢明でしょう。共有の効果について十分考えるべきです。国内法でも有体物の場合、特
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許の場合、著作権の場合など権利の種類によって異なっていますし、同じ特許権についても国

によって異なります。したがって外国の企業などと契約する場合にはそれぞれの思惑が違って

いることがありますから注意が必要です。又共同研究の過程で生まれたものだからという理由

だけで共有にすることは止めるべきです。本当の共同発明だけを共有とすべきであり、大学の

単独発明を共同出願とする場合にはその対価を請求すべきものです。 

共有の効果 

 有体物に関する原則 特許 著作権 

自己実施 持分に応じて使用可能

（民 249） 

別段の定めをした場合を

除き、他の共有者の同意

を得ないで実施可能（特

73②） 

共有者全員の合意に

よらなければ行使で

きない。（著 65②） 

著作者人格権も同様

（著 64②） 

第三者実施許諾 変更には共有者全員の

同意が必要（民 251） 

その他の管理事項は過

半数で決定（民 252） 

専用実施権、通常実施権

の設定には他の共有者

の同意が必要（特 73③） 

上記と同様。（同） 

著作者人格権につい

ても同様（同） 

権利の譲渡 上記変更にあたり全員

の同意が必要 

他の共有者の同意が必

要（特 73①） 

共有著作権の譲渡に

は他の共有者の同意

が必要（著 65①） 

著作者人格権は譲渡

不能。 
 

共有特許の効果に関する各国の法制度 

 日 本 米 国 フランス 

自己実施 別段の定めをした場合

を除き、他の共有者の

同意を得ないで実施可

能（特 73②） 

各自実施自由（米国特許

法 262） 

他の共有者が利益を

得ていない場合補償

が必要（仏知的所有

権法 613の 29a） 

第三者実施許諾 専用実施権、通常実施

権の設定には他の共有

者の同意が必要（特 73

③） 

各自第三者実施許諾自

由（判例） 

通常実施権の第三者

実施許諾については

上記と同様（同法 613

の 29c） 

独占的実施権の許諾

については共有者全

員の同意が必要。（同

法 613の 29d） 
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Ｑ．出願費用は権利の持分に従って負担するのですか？  

Ａ．共同研究の場合で共同発明の場合出願費用は企業負担でお願いしています。本学で使用し

ている共同研究契約例文では成果は当該企業の優先実施としています。すなわち特許は原則

として当該企業のみの実施できることとし、企業の利益を保証しています。したがって権利の共

有持分に応じて費用を負担するのではなく受益者負担の原則に則り、全額企業負担でお願い

しています。そうでなければ大学は研究費用を分担した上に、契約も無いのに更に上乗せで当

該相手方のために費用を負担することを余儀なくさせられてしまうからです。 

Ｑ．成果の実施についてはどう契約したらよいでしょうか。  

Ａ．共同研究契約は本来共同研究を行うということを取り決まるのが目的であって成果の実施ま

では範囲に入れていないというべきでしょう。通常は共同研究開始後、発明が出た段階で特許

出願契約、終了時には成果（特許）の実施契約が締結されます。しかし成果の実施契約の段階

で契約を結ぼうとしてもその際に両者の考え方が一致しなければ実施契約を結ぶことができま

せん。そのようなことの無いように実施に関する事項についても取り決めておくべきでしょう。 

本学の例文においても相手方企業が実施した場合には不実施補償料を支払うべき旨など主要

事項については共同研究契約自体において取り決めることとしています。 

Ｑ．今のお話にあった不実施補償とは何のことですか。  

Ａ．不実施補償の話が一番交渉が難航する点です。上述のように企業間の共同研究は両者が実

施することにより両者が共に利益を得ることを目的としています。例えば完成品メーカーと部品

メーカーとの共同研究においては、部品メーカーが製造しそれを組み入れた完成品を完成品メ

ーカーが販売するという形で両者が成果を利用して利益を得ることができます。ところが大学の

場合、大学が企業と共同研究しても大学は商品を製造･販売して利益を得ることはありません。

したがって大学では共有の成果（特許）を企業が実施した場合にはその実施利益の一部を実

施料として還元していただくことにより収益を得、それを新たな研究原資に充当することとして

います。この利益の配分が不実施補償料です。 

不実施補償料の根拠 

大学の論拠 企業の論拠 

１.大学は自ら実施しないので実施利益を大学に

還元して欲しい。（公平の観点） 

１.大学が実施しないのは大学の勝手であ

る。 

２.大学は技術を提供し、研究費用を分担してい

る。 

２.企業は共同研究費用以外にも商業化の

ために多額の費用を負担している。 

３.研究費用の後払い（成功報酬と考えれば良

い。） 

３.費用は先に共同研究費用として支払い

済みである。 

４.特許法でも別段の合意（不実施補償料の支払

い）は認められている。 

フランス知的財産法等でも認められている。 

４.特許法では共有特許の実施は原則自由

（無償）である。 
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 特許電子図書館 専用端末の利用を！  

１．検索百般ができます。 

国内特許、実用新案、意匠、商標の検索など特許庁

が保有する全てのデータの検索が可能です。（出願

人別検索、キィーワード検索など） 

２．特 徴 

電子図書館は通常のパソコンでも使用可能ですが専用端末はここが違

います。 

①待ち時間なしに繋がります。 

（パソコンの場合大抵待ち時間が発生します。） 

②表示ディスプレイが大きくて見やすくなっています。 

（表示情報量が多くなっています。） 

③早く印刷ができます。 

パソコンの場合数頁ある特許公報でも 1頁ずつしか印刷できません

が専用端末では８頁まで一度にプリントアウトすることができます。 

④印字がきれいです。 

⑤アウトプットのレイアウトが違います。 

要約を打ち出した場合パソコンでは打ち出せない情報が出ます。 
 

 

 利用方法  

①ご利用に当たっては事前にご予約をお願いします。 

（知的財産センター：内線 2765） 

②部屋の鍵は知的財産センター（VBL ４F）又は工学部事務室で

保管しています。 

③ご利用はご自身でお願いします。利用方法がお分かりにならな

い場合には当分の間知的財産センターの係員がご案内致しま

す。 

④ご利用が済みましたら部屋に備え付けの利用簿に利用者の氏

名、利用時間など所定の事項をご記入願います。 

⑤利用日時、時間には特に制限を設けていません。（深夜のご利

用はご遠慮願います。） 
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特許相談会（９月度） 
 

日  時：９月１４日（木）13：30 より  

相談者：滝本弁理士（鳥取大学客員教授） 

場  所：VBL４F知財センター 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鳥大知財ニュース 
知財 HP‥http://www.vbl.tottori-u.ac.jp/%7Eipmc/ 

2006年 9月 1日 

（ ２５号 ） 
 

発行：知的財産センター 

電話：0857-31-6000 

(内線 2765) 

目    次 
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特許技術調査について ････････････････････････････ 1 

Q＆A：「技術契約(Ⅲ) 実施許諾契約｣ ･･･････････････ 2 

 
特許と技術契約のご相談は知的財産センターへ 

 
電話番号：0857-31-6000 （内線 2765） 
FAX番号：0857-31-5474 （内線 2771) 

特許技術調査について 

希望者を対象に当該テーマについての先行技術調査を特許電子図書館

（工学部大学院棟１階ＩＰＤＬ室）で鳥取県知的所有権センター奥村特許情報

活用支援アドバイザーと一緒に行います。所用時間は 30～40分です。 

希望者は予約をお願い致します。知財センターが日程等調整してお知らせ

します。 
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Ｑ＆Ａ：「技術契約（Ⅲ）実施許諾契約」 

Ｑ．実施許諾契約とはどういうものですか。 

Ａ．実施許諾は技術を販売する契約と考えて良いでしょう。ただ販売者としては一定の価額で譲

渡してしまうのではなく技術の利用実績に応じて、すなわち製品の売上高に応じて対価を得た

いと思うでしょう。そこで特許やノウハウを譲渡してしまうのではなく賃貸に類似した方法が取ら

れることになります。実施許諾という契約は民法の典型契約の中には規定されておらず、欧米

諸国の慣行に従って日本に導入された契約形態が慣行的に行われているものと言ってよいでし

ょう。民法の賃貸借契約との違いは対価の決定方法にあります。賃貸借契約では通常賃料は一

定の額（月額いくらという風に）で決められる場合が多いのに対し、実施許諾契約では売上高の

何パーセントという風に決められるのが普通です。（実施料の決め方につき後記参照） 

 

賃貸借契約と実施許諾契約の相違点 

種   類 特   徴 

賃貸借契約（民法第 601 

条） 

①不動産（土地、建物）、動産の賃貸 

②対価は通常は一定の金額（月額、年額など） 

③管理方法、返還時期などに関する定めがあることが多い。 

特許実施許諾契約（特許法

第 77条、７８条） 

①特許の実施権の設定 

②対価は売上高比例が多い（ﾗﾝﾆﾝｸﾞﾛｲﾔﾙﾃｨ） 

③実施に際しての制約条件が随伴していることが多い。 

 

Ｑ．実施許諾とは聞きなれない言葉ですが。 

Ａ．実施許諾とは実施（製品の製造・販売など）を許可するという意味だと理解して良いでしょう。 

ライセンス契約という用語の方が一般的かも知れませんね。実施許諾をする側（権利者）をラ

イセンサーといい、実施許諾を受ける人（被許諾者）をライセンシーと言います。 

用語の解説 

実施許諾＝ライセンス(License) ⇒特許の実施（製品の製造・販売等）権の設定 

実施許諾する者＝ライセンサー（Licensor）⇒特許権の保有者又は特許権者から実施許諾権を  

与えられた者（専用実施権者は当然に第三者実施許諾可能） 

実施許諾を受ける者＝ライセンシー(Licensee)⇒実施許諾権者か実施許諾を受ける者 

 

Ｑ．実施許諾にも種類があるのですか。 

Ａ．特許の実施許諾については特許法に規定があります。特許は物権（物の所有権など）類似の

権利ですからこの利用権を設定するのが実施許諾契約です。特許法では実施権の種類として

専用実施権（特許法第77条）と通常実施権（特許法第 78条）の二つの種類を認めています。専

用実施権は独占的（排他的）実施権と同じような概念で、当該相手方のみに実施許諾するもの

です。ただ製品分野を限定しての（例えば）専用実施権もありますから、専用実施権者が必ずし

も一人であるとは限りません。専用実施権を許諾した場合、特許権者自身も実施できなくなりま
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す。独占実施権の場合も同様に考えられていますがこちらは契約上の慣例的な用法ですので

特許権者自身の実施権を残しておくようにすることも可能です。通常実施権の設定の場合は特

許権者はそれ以外の第三者には実施許諾しないというような制約は受けませんから複数の第

三者に実施許諾できます。国内では通常通常実施権の場合が多いようですが海外では独占的

実施権契約が広く行われています。この方が特許の独占権を有効に活用できるからです。当然

実施料は高くなりますが実施許諾を受ける側にもメリットがあるというわけです。 

実施権の種類 

実施権の種類 内  容 

専用実施権（特許法第 77 

条）（独占実施権に類似） 

ライセンシーは通常一人（ﾗｲｾﾝｼｰの権利は独占的） 

登録が効力発生要件 

ﾗｲｾﾝｼｰは更に第三者に実施権を設定可能 

通常実施権（特許法第 78 

条）（非独占実施権に類似） 

複数者に実施許諾可能（ﾗｲｾﾝｼｰの権利は非独占） 

当事者の合意だけで効力発生。登録は対抗要件 

 

Ｑ．共同研究成果の実施契約は実施許諾契約に良く似ていますね。 

Ａ．類似している点は多いのですが両者は似て非なるものと考えた方が良いでしょう。 

共同研究成果の実施契約は成果実施のメリットを両者で配分するものであって組合契約にお

ける利益配分契約に似ています。これに対して実施許諾契約はあくまでも権利設定の対価で

す。 

したがって前者は成果が実施されている限り権利の成否等には関係無く利益の配分を受けて

よいでしょう。しかし後者の場合には一般的には権利の存在を前提とします。権利成立前の実

施許諾契約も行われていますが、これは当該技術の実施の認容及び将来の権利成立時にお

ける実施権の予約契約と考えればよいでしょう。 

 

Ｑ．他人に実施許諾をするのであれば特許をとった意味がなくなるのではありませ

んか。 

Ａ．確かにそういえますが、個人が特許をとった場合自分で製造販売に乗り出す資金力や組織

が無いということもあります。そのようなった場合、製品化する技術力、資金力、販売力をもっ

た企業に実施許諾して自分は実施料をもらうということも考えられます。また大きな企業でも外

国では販売網をもっていない場合にその地の企業にやってもらうということもあるでしょう。この

ように自己の製造・販売能力を保管する意味での実施許諾というものがあります。日本は終戦

後は外国からの技術導入（例えば合成繊維など）によって経済成長を成し遂げてきたといわれ

ています。この技術導入を受けることが実施許諾を受けることなのです。大学も自分で製造や

販売事業を自己でやるわけではありませんから、大学の持っている特許やノウハウを企業に

実施許諾して成果の活用を図っていくことになります。 
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実施許諾の機能 

実施許諾の目的 説  明 

●ライセンサーの側から 

１．自己の実施能力の補完 

 

２．実施料収入の確保 

３．クロスライセンス 

４．グループの形成 

５．改良技術への期待 

６．子会社等からの利益還元手段 

７．事業リスクの回避 

●ライセンシーの側から 

８．研究・開発ﾘｽｸの回避 

 

自己で実施を希望しない場合や、自己で実施不可能

な国や商品分野での実施を第三者に任せる 

自己での製造・販売と同様の収益も期待可能 

相手方が有する特許との取引交渉に使用可能 

自己の特許をライセンスして自己の陣営作りが可能。 

ライセンシーによる技術改良を期待できる 

子会社からの利益配当と同様の利益還元手段となる 

事業ﾘｽｸ（過大設備投資、営業ﾘｽｸ等）の回避が可能 

 

研究投資が不要で、失敗のﾘｽｸも無い。 
 

Ｑ．もう少し詳しく教えて下さい。クロスライセンスというのはどういうものですが。 

Ａ．相互に自己の特許を実施許諾しあうことです。バーター取引と言っても良いでしょう。日本で

は特許は第三者実施許諾よりもメーカー間でのクロスライセンスが非常に多いと聞いていま

す。これは自社で特許を出しても他の同業他社もどんどん特許を出してくるので製品の製造・

販売には殆どの場合、他の会社の特許も使用する必要が出てきます。そこでクロスライセン

スをするということになります。自社が特許を持っていなかったら他社の特許が利用できず、

製品の製造・販売ができなくなります。そこで自社でも特許を持つ必要性が出てくるのです。 
 

Ｑ．グループの形成に役立つとはどういう意味でしょうか。  

Ａ．一昔前にビデオで VHS陣営とβ陣営の競争というものがありました。規格に関する特許の場

合自己の規格をどのメーカも標準規格にしたい訳です。（デファクトスタンダード）このような場

合中心となるメーカとしては自己の特許やノウハウをできるだけ多くの同業他社に実施許諾し

て自己の陣営に引き入れてしまった方が有利です。そこで自己のグループファミリーを作り上

げるために比較的低廉な対価でできるだけ多くの会社に実施許諾するということになります。

実施許諾の戦略的な利用方法と言って良いでしょう。 
 

Ｑ．改良技術を期待できるとはどういう意味でしょうか。 

Ａ．実施許諾にあたってはさまざまの条件がつけられるのが普通です。その一つとしてライセン

シーが実施に当たって考え出した技術をライセンシーにフィードバック（情報をライセンサーに

供与すること）やグラントバック（ライセンサーに実施許諾すること）があります。技術は常に進

化するので元のライセンサーとしては常に技術改良を続けていく必要があるのですが、このよ

うなフィードバック条項やグラントバック条項によってライセンサーは自力で改良研究をしなく

ても常に最新の技術情報を入手し自らも実施し、又契約内容次第では第三者にも実施許諾が

可能となるのです。 
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Ｑ．事業リスクを避けるとはどういう意味でしょうか。  

Ａ．自分で事業化してもその製品が売れるかどうか分かりませんし、売れる商品であってもして

も、資金調達、営業能力、設備投資など常に経営リスクを抱えることになります。このような場

合、既に営業網を持っている企業に実施してもらった方が経費がかかりませんし、また過大設

備投資などのリスクも避けることができます。実施許諾はこのような面でもメリットがあります。 

 

Ｑ．実施料の種類について教えて下さい。  

Ａ．バブル経済で土地の価格が高騰していたときに、実施料も高騰したので土地になぞらえて知

価高騰と言われた時がありました。その後地価は下落しましたが知価は高止まり状態にある

ようです。実施料には一時金で全部済ませる場合もありますが、特許の利用価値に応じた対

価ということで売上高に対する比率（一単位の金額を定める場合もあります。）で定期的に支

払うという形態が多いようです。これをランニングロイヤルティ（継続実施料）と呼んでいます。

これに併せて最初にイニシアルペイメント（頭金）を支払うこととされる場合もあります。なお実

施実績が最低限度に満たなかった場合、最低限度一定額を支払うものとされる実施料をミニ

マムロイヤルティと呼んでいます。（独占実施権の場合にミニマムロイヤルティの定めがなさ

れる場合が多いようです。） 

実施料の種類 

種  別 内  容 備  考 

定額実施料 ①最初に一定金額を支払う 

 （lump sum payment） 

②毎期に一定金額を支払う 

①のタイプは譲渡に類似 

１．継続実施料 

(running royalty) 

 

２．頭金 

(initial payment) 

 

①一定期間の売上高に対する

一定比率 

②一個当たり金額 

ランニングロイヤルティと併用

されて支払われる一時金 

売上高や販売量に応じて逓減

又は逓増させることもある。 

 

契約時にまとめて支払われる

のが普通であるが分割払いも

ある。 

最低実施料 

 (minimum royalty) 

実施実績が一定量を下回った

場合でも支払われる最低金額 

専用・独占実施権の場合に多

い。 

 

Ｑ．実施料の具体的な計算方法について教えて下さい。  

Ａ．ランニングロイヤルティによる場合には通常次のような計算式で算定します。 

実施料の算定式 

 実施料額＝売上高（運賃などを除く）×実施料率（下記参照）×利用率（製品に占める特許の

割合）×増減率（調整項目だが通常は用いられない。） 
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Ｑ．ランニングロイヤルティの実施料率はどのくらいが多いのでしょうか。  

Ａ．技術の種類や製品の競合力によって異なりますので一概には言えません。一般的には海外

からの導入技術やバイオ関係の技術に関する実施料率は高く、10％を超えることもあると言

われています。通常の商品の場合には３～５％程度とされています。しかし余り重要でない特

許の場合はこれよりも低い率の場合も多いようです。 
 

Ｑ．それはどのような根拠からそうなっているのでしょうか。  

Ａ．一般的に製品の販売価格を 100 とすると、製造原価が 50～60％、販売経費が 20％程度、

比例的な固定費が 10％程度と推定されます。そうすると販売価格からこれらの経費を差し引

くと利益として10～15％が残ります。この利益が資本、労働、特許（技術）の 3つの要素から生

み出されたと大雑把に考えて特許の貢献度を３～５％程度としているのです。 
 

Ｑ．それは使用形態での実施の場合にも当てはまるのですか。  

Ａ．３～５％の根拠が以上のようなものであるとすると、使用という実施形態には当てはまらない

ということになるでしょう。この場合には使用によるメリットを別途考慮して決定することになる

でしょう。従って大学がもしリサーチツール特許などを使用した場合実施料を請求される可能

性がありますがこの場合には簡単に購入金額の３～５％程度というようなことにすべきではな

いと思います。もともと製造販売の段階で実施料が支払われておれば使用者は別途実施料を

支払う必要は無いと考えられています。（特許消尽の理論） 
 

Ｑ．利用率とはどういうものですか。 

Ａ．当該特許が製品において占めている割合です。例えば部品に特許がある場合製品全体の

価格が１００で、部品の価格が２０である場合、実施料対象となる売上高は２０になりそうです。 

この場合製品に対する実施料率を１％として１００×１％としても、部品に対する実施料率を

５％として２０×５％としても実施料は結果として同じ製品価格の１％になります。しかし当該部

品が製品に必要不可欠なものであれば製品全体価格を基準にして５％を乗じるという理論も

あり、必ずしも製品価格と部品価格との相関において決定されているわけではありませんので

注意が必要です。この実施料の対象とする製品の範囲の問題の方が実施料率よりも現実の

実施料の金額に大きな影響を与えることがあります。 

 

Ｑ．不実施補償料についても同様に考えて良いのですか。  

Ａ．企業が大学との共同研究成果を実施する場合、前回の共同研究契約の解説のところでも述

べましたように、大学は共有成果について企業から実施料（いわゆる不実施補償料）を収受す

ることにしております。この実施料にも実施料率などについて上記の考え方が一応当てはまり

ます。しかし上にも述べましたように、共有成果に関する実施料は実施利益の配分の性格を

有するのであり、成果が実施されている限り、特許の成立の有無などを問うことなく、又実施

料の額も利益の配分という観点からもっと自由に考えて良いでしょう。 
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Ｑ．特許以外の権利の実施許諾についても同様でしょうか。  

Ａ．実用新案権、意匠権、商標権、ノウハウなど特許以外の権利についても上記考え方に準じて

考えれば良いでしょう。しかし権利に内容に応じて実施者に与える利益なども当然異なってき

ますから実施料率などは別途考慮を要するでしょう。例えば実用新案権の実施料は一般的に

は特許の実施料よりは一般的には低額でしょう。ノウハウは権利化されていない分特許より価

値が低いようにも思われますが、最近ではノウハウの重要性も強調されており、内容次第では

一概に価値が低いとは言えません。商標は有名メーカーや有名ブランド品の商標などは金額

では算定できないほどの価値をもっています。 

 

Ｑ．ソフトウエアーについてはどうでしょうか。  

Ａ．この点で注意を要するのはソフトウエアーのライセンスです。ソフトウエアーのライセンスは他

の種類の権利のライセンスとは性質が異なります。すなわち特許などのライセンスではライセ

ンシーが製造費をかけて特許製品を製造するのですがソフトについてはそういうことはありませ

ん。ライセンスを受けた人はそれをそのまま使用するだけです。すなわちソフトのライセンス料

は特許ライセンスの場合の製品売上高に相当します。したがってソフト開発に要した人件費な

どの全ての費用、営業費用などをも含めた金額がソフトウエアーの使用許諾料となります。 

権利の種類とライセンス料 

権利の種類 考え方 

実用新案登録、ノウハウ、意匠権、育成者

権の実施許諾 

特許に準じる。但し権利の種類による差に注意 

商標権の使用許諾 特許とはかなり異なる。 

ソフトウエアーの使用許諾 ライセンス（使用料）は製品の売上高に相当する。 

 

Ｑ．実施料以外の条件としてはどのようなものがありますか。  

Ａ．ライセンスに付随してライセンシーを拘束する条件がつけられるのが普通です。この場合ライ

センシーの秘密保持義務などはあまり問題が無いのですが、ライセンサーの優越的な立場を

利用した条件にはライセンシーや消費者の利益を害するようなものもあります。（製品販売価格

の指定など）例えばナイロンの合成方法が発明された頃には米国の大手化学メーカーと英国の

大手化学メーカーとがそれぞれ自己の特許について国を定めてお互いに独占実施権を許諾す

るという方法によって世界市場を二分し価格を自由に操作していたといわれています。そこで米

国などでは１９３０年代には独占禁止法の適用が強化され一定の類型の拘束条件（nine no-no

‘s）は「当然に違法」とされていました。その後米国の製造産業の衰退に伴い、１９８０年代には

知的財産による保護強化が国家の方針（プロパテント政策）として打ち出されこのような考え方

は２０年近く前に廃止されました。しかし、その精神は欧米諸国において引き継がれ日本におい

ても公正取引委員会は特許やノウハウのライセンスについての指針を出しています。 

各種の条件についてみる場合には、この規制との関連で同時に見ることが便利なので、通常良

くつけられる条件とその適否について併せてみていくことにしましょう。 
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良くある契約条件 

【注】 
①上表は「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」（公正取引委員会 H17．

6．29改定）の「不公正な取引方法の観点からの考え方」の部分より抜粋 
②契約条件が独占禁止法（上記ガイドライン）に抵触するか否かの速断は禁物です。上記記載
は一応の参考に留め、実際の適用に当たっては必ず専門家の見解を求めてください 

区  分 制限内容（契約内容） 適  否 

ライセンスの範囲

に関する制限 

①製造・使用・販売等の区分許諾 

②期間の制限（特許権有効期間内） 

③地域の制限 

④技術分野の制限 

原則○ 

原則○ 

原則○（但書有） 

原則○（但書有） 

ライセンスに伴う

制限・義務等 

①技術等の使用又は実施料に関する義務 

ア一定の製品の製造数量等による実施料支

払義務 

イ特許権消滅後等における使用制限又は実

施料支払い義務 

②一括ライセンス 

③不争義務 

 

④研究開発活動、改良発明に関する制限・義務 

ア研究開発活動の制限 

イ改良発明等に関する義務 

 ⅰﾗｲｾﾝｻｰの譲渡・独占的ﾗｲｾﾝｽ義務 

 ⅱ 〃  非独占的ﾗｲｾﾝｽ義務 

 ⅲ 〃  取得知識、経験の報告義務 

⑤その他の制限・義務等 

ア最善実施努力義務 

イ秘密保持義務（ﾉｳﾊｳﾗｲｾﾝｽの場合） 

ウ一方的解約条件（履行不能以外の事由に基

づく無催告解除等） 

 

一定の場合×（但書有） 

 

×の恐れ強い（但書有） 

 

一定の場合×（但書有） 

一定の場合×（契約解

除は○） 

 

 

 

×の恐れ強い 

×の恐れ強い 

原則○（但書有） 

一定の場合×（但書有） 

 

原則○ 

原則○ 

一定の場合× 

特許製品等の製造

に関連する制限・

義務 

①製造数量又は使用回数の制限 

 

②競争品の製造、使用等又は競争技術の採用

の制限 

③原材料、部品等の購入先の制限 

④特許製品、原材料、部品等の品質の制限 

実施料確保目的は○

（特定の場合×） 

一定の場合×（特定の

場合×の恐れ強い） 

一定の場合×（但書有） 

一定の場合×（但書有） 

特許製品の販売に

関連する制限・義

務 

①価格制限 

 ⅰ再販売価格の制限 

 ⅱ販売価格の制限 

②非価格制限 

 ⅰ販売数量の制限 

 

ⅱ販売先の制限  

ⅲ競争品の販売の制限 

 

ⅳ商標等の使用義務           

 

原則× 

原則× 

 

上記製造数量の制限等

と同じ 

一定の場合× 

上記競争品の製造数量

の制限等と同じ 

一定の場合× 
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特許相談会（１０月度） 
 

日  時：１０月１６日（月）13：30 より  

相談者：滝本弁理士（鳥取大学客員教授） 
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           平成１８年度発明届出状況（上期）  

整理

番号 

届出 

年月日 

発明者名 
発明の内容 

（題名の一部記載） 
状況 

共同

出願 
学部 

又は所属 
氏  名 

1 Ｈ１８．４ 医学部 加藤 信介他 筋萎縮性側索硬化症治療薬 出願済 有 

2 Ｈ１８．４ 工学部 大北 正昭他 測定方法および測定プログラム 出願済   

3 Ｈ１８．４ 農学部 南 三郎他 
ブレンド型紫外線硬化型キトサン生

体接着剤 

出願 

手続中  
有 

4 Ｈ１８．４ 農学部 岡本 芳晴他 徐崩壊型抗菌剤および抗菌液 出願済 有 

5 Ｈ１８．５ 医学部 浦上 克哉他 
コンピューターを用いた認知症治療

評価機器 

出願 

検討中 
  

6 Ｈ１８．５ 工学部 小林 和裕他 インドロキノリン化合物 
出願 

しない 
有 

7 Ｈ１８．５ 工学研究科 小幡 文雄他 すべり案内装置 
出願 

手続中 
有 

8 Ｈ１８．５ 工学部 谷口 朋代 傾斜面のすべりを利用する免震構造 
出願 

しない 
  

9 Ｈ１８．５ 農学部 市原 恒一 傾斜地輸送システム 
出願 

検討中 
  

10 Ｈ１８．6 工学研究科 小幡 文雄他 高曲げ剛性主軸構造 (優先権主張)   

11 Ｈ１８．７ 医学部 浦上 克哉他 
アルツハイマー型認知症の早期診断

法 
出願済   

12 Ｈ１８．７ 工学部 櫛田 大輔他 皮膚弾性特性の推定 出願済 有 

13 Ｈ１８．７ 工学部 斎本 博之他 抗トリパノソーマ予防治療剤 
出願 

検討中 
有 

14 Ｈ１８．７ 医学部 前田 隆子他 ラクトフェリン組成物 出願済 有 

15 Ｈ１８．９ 医学部 三浦 典正 
抗腫瘍作用を有する新規アルカロイ

ド類 

出願 

検討中 
  

16 Ｈ１８．９ 医学部 日野 茂男他 電気式滅菌器 
出願 

検討中 
有 

17 Ｈ１８．９ 地域学部 田川 公太朗他 造水装置 
出願 

検討中 
  

18 Ｈ１８．９ 工学部 北村 章 業務支援システム 
出願 

検討中 
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Ｑ＆Ａ：「技術契約（Ⅳ）秘密保持契約、有体物移転契約」 

秘密保持契約 

Ｑ．秘密保持契約と聞くとなんだか仰々しい感じがしますが。 

Ａ．秘密保持契約は文字通り情報を秘密にするということを特定の第三者と約束する契約です。

最近は個人情報がパソコンから漏れてしまったというような新聞記事を良く見かけますが、今回

のお話は技術提携関係の契約に関するお話ですからノウハウなどの技術的情報を念頭に置い

てお話を進めることとしましょう。両者は似通っていますが前者はプライバシーなどの個人的な

尊厳を保護するものであるのに対し、ノウハウなどの秘密保持は権利者の経済的利益を保護

するものですから同列に論じない方が良いと思います。 

 

Ｑ．秘密保持契約はどのような場合に締結されるのでしょうか。 

Ａ．公開されたく無い技術情報を特定の第三者に開示する場合です。例えば

共同研究を始めるための情報交換を行うに先立って秘密保持契約を締結

する場合などです。秘密保持契約は当事者が法人である場合、法人間で契約が取り交わされ

るのが普通ですが、工場見学に行った場合などには見学する個人に秘密保持契約にサインを

求められる場合もあります。前者の場合は通常当事者間の契約という体裁をとっていますが、

後者の場合は念書などの一方的な約束の体裁になっていることが多いようです。 

秘密保持契約のパターン 

目  的 内  容 

①共同研究等に先立って両者が情報を交

換して共同研究内容を検討 

②ライセンスを受けるに当たってその内容

を検討 

③サンプル、見本品の提供 

 

④試作品の発注依頼 

⑤インターンシップ、工場見学 

①相互情報交換にあたって双務的に義務を負担 

 

②ライセンサーがライセンシーに技術評価のため

一部情報を開示する場合など 

③サンプルは情報の集積でありそれが他社に開

示されるため。 

④商品の試作を発注すれば企業秘密が漏洩する 

⑤見学者などが企業の情報を知ることになるため 

 

Ｑ．なぜわざわざそのような契約を締結する必要があるのでしょうか。 

Ａ．特許のように公開されていない技術情報は秘密情報として管理することにより価値を保全す

るしか方法がないからです。特許が存在しても付随的な技術情報は非公開であるとして特許の

実施許諾契約書などにも通常秘密保持の条項が織り込まれています。又共同研究契約や後

述の有体物移転契約などにも秘密保持条項が入っていますので技術取引に関しては通常殆ど

の場合に秘密保持に関する取り決めがなされていると言って良いでしょう。勿論契約書中の秘

密保持条項は独立の秘密保持契約と効力は同等です。 
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Ｑ．そう聞くと紳士協定のような気がしますが、秘密保持契約にはどのような効果が

あるのでしょうか。 

Ａ．「自分は秘密を漏洩するような人間ではない。このような契約は形式的

なものだ。」と考えて気軽にサインされる方もおられますがこれは危険で

す。秘密保持義務を負ってしまうとその情報に関する権利が相手方のも

のであるということを認めることになってしまうからです。確かに通常第三

者に開示するようなことは無いでしょうがその他にも意外なところで効果

を発揮することがあるので注意が必要です。 

秘密保持義務を負った場合の効果 

効 果 理  由 

①第三者に開示できない。 

②目的外に使用できない。 

③相手方の権利の認諾 

 

④特許出願不可 

 

⑤技術改良の制限 

⑥修理、廃棄に対する制限 

①秘密保持契約の本来の効果 

②評価目的等契約目的以外に使用できない。 

③後で公知、自己所有の主張不可。（実施には実施料の支払いが

必要になる。） 

④出願すると公開されるので出願は不可。又相手の技術を勝手に

自己の権利として出願したことになる。 

⑤他者の技術を改良しただけ。原技術の利用に許諾必要。 

⑥秘密保持義務つきで製品を購入した場合修理を購入元以外に

依頼すると語術情報が修理依頼先に漏洩する。 

製品の廃棄も同じ。 

 

Ｑ．秘密保持契約にはどのようなことが記載されているのでしょうか。 

Ａ．秘密保持契約の内容は共同研究契約や実施許諾契約などと比較すると比較的簡単（全部で

５～６条）で通常次のような事項が記載されています。 

秘密保持契約の主たる内容 

項   目 内    容 

秘密保持義務 

（広義） 

秘密保持義務（狭義） 受領情報を第三者に開示、漏洩しない 

目的外使用の禁止 受領目的（許諾を受けるか否かの評価等）にのみ使用 

秘密保持の対象情報 
通常「受領した情報全部」という風に包括的に記載。 

（受領者としてはできれば特定情報に限定したい。） 

 

Ｑ．秘密情報とは何を指しているのでしょうか。内容が漠然としていますね 

Ａ．秘密保持契約の問題点はその対象の不特定性にあると言っても過言ではないでしょう。情報

が特定されておれば問題は少ないのですが、一般的に秘密保持契約では「相手方から受領し

た全ての情報」という風にまず包括的に記載され、その中から公知の情報などを除くという風に

記載される（下表）のが普通です。しかも契約の時点ではまだどのような情報をもらえるのか受
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領者には分らに時点で、事前に契約が締結されます。従って受領してみたら自己も知っていた

情報だということもあるでしょう。それでもなおかつ秘密保持義務を負うというのであれば、少々

受領者にとって酷な気がします。契約内容が明瞭であるというのが契約の原則ですがそれには

少し反しているように思います。売買で言えば先物買いということになるでしょうか。 

通常良く記載される秘密の例外情報 

①本契約締結時点において公知であったこと又は受領後受領者の責に帰すべき自由によらない

で公知となったことを受領者が証明できる情報 

②本契約締結時点において受領者が既に保有していたことを受領者が証明できる情報 

③本契約締結後正当な権利を有する第三者から受領者が正当に取得したことを受領者が証明で

きる情報 

 

Ｑ．秘密保持契約が無ければ秘密保持義務は無いのですか。 

Ａ．そうではありません。情報の開示を受けたものが秘密情報であることを知り、開示することが

権利者に損害を与えることを知りながら開示して権利者に損害を発生させた場合には民法上の

不法行為（民法第 709 条）が成立し民事責任を発生させると考えられます。又公法的な規制と

して前にもお話したように不正競争防止法の営業秘密の開示した場合には、民事責任の他刑

事責任も発生します。又刑法でも弁護士、弁理士などが職務上知りえた情報を漏洩した場合な

どのように非常に制限的ではありますが秘密を漏泄した場合の刑事責任が規定されています。 

 この他にも国家公務員法などの適用を受ける場合には法律で秘密保持義務が定められていま

すし、企業の場合でも雇用契約や就業規則に秘密保持の規定が存在するのが普通です。 

 従って秘密保持契約を締結していなくても秘密保持義務が存在する場合が多いのですが、特に

秘密保持契約を締結した場合には契約上秘密保持義務を負うことになり、それに違反すれば

債務不履行（契約違反）責任が生じることになります。 

 

Ｑ．大学人としてどのようなことに気をつければ良いでしょうか。 

Ａ．特定の学外者に研究内容を開示するときは必ず秘密保持契約を締結するようにしたいもので

す。逆に情報の提供を受ける場合で相手方から秘密保持義務を負うように要求されたときは慎

重に検討してからにして貰いたいと思います。大学はノウハウなどを実施しない機関ですしその

性質上情報の公開を建前とする公共機関だからです。 

 

Ｑ．共同研究に関わる学生も秘密保持義務があるのでしょうか。 

Ａ．最近特に企業側からそのような要望が強く打ち出されています。しかしこの問題は具体的な

事情を考慮に入れる必要があると思います。研究室である企業と共同研究を行っている場合

に研究室に出入りする共同研究とは無関係の学生に対してまで大学が秘密保持契約の締結を

求めることができるでしょうか。確かに企業としてはその学生がノウハウを見聞する機会がある

以上秘密が漏洩する可能性はあり学生に対しても大学が秘密保持を求めて欲しいところでしょ

う。しかし学生に限らず第三者に対して契約の締結を要求できるためには何らかの根拠が必要
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です。正当な根拠も無く第三者に義務を負わせることなどはできません。大学は本来的に学生

を教育、指導する機関であり、過大な秘密保持義務を負わせることには不適当な機関であると

言えるでしょう。むしろ逆に不当に権利を制約されるような契約から学生を保護する法律上の

義務があると言っても良いでしょう。企業にもその辺の事情を理解していただきたいと思ってい

ます。本学では共同研究の場合には、当該研究に参加する学生に対して大学が報酬を支払い、

その報酬額を共同研究費用として企業が負担している場合に限り、雇用に伴う付随的義務とし

て学生に対しても秘密保持義務を求めることができる場合があるものとしています。このような

場合以外に一般的に学生に対して秘密保持義務を課するようなことは避けるのが大学としての

あるべき姿勢であると理解しています。 

 

有体物移転契約 

 

Ｑ．そもそも有体物とはどういうものでしょうか。 

Ａ．有体物は要するに形のあるものという意味で、土地・建物といった不動産や実験設備、事務用

品に至るまで形のある物は全て有体物です。平成 16年度の法人化以前から、有体物について

は文部科学省の通達や大学の内部規則もあり、特許などの無体財産権に比較して制度が整備、

充実されていたと言えます。 

 

Ｑ．有体物移転契約（MTA）とはどういうものでしょうか。 

Ａ．有体物を移転する契約といえば大げさですが、単純に考えれば物の売買契約と同じです。

MTA は Material Transfer Agreement の略です。通常の売買契約と比較して特長のある点は

その物（有体物）が研究行為や研究成果と関連しているという点です。

すなわち技術情報を含んでいるという点です。従ってその点に関する事

項が通常の売買契約に追加して記載されているという点が通常の売買

契約と異なります。 

 

Ｑ．具体的にはどのような事項が追加されているのですか。 

Ａ．通常以下のような技術に関する事項が、売買（権利移転）条項などに追加して規定されます。 

技術的な内容を含む追加事項 

項  目 具 体 的 内 容 

①目的物 

②利用目的の限定 

③秘密保持義務 

④改良技術 

⑤目的物の保管 

⑥移転者の責任 

移転の目的とされる物自体の他、動物など増殖したものの取扱 

目的外使用の禁止（通常売り渡してしまえばこのような拘束は不可） 

移転目的物に関する技術情報の秘密保持（  〃  ） 

移転目的物に関して改良等を加えたときはその情報のフィードバック等 

目的物の維持、管理、保管、移転を受けた者の責任等 

新技術製品であるから移転者の瑕疵担保責任などは軽減 
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Ｑ．それではライセンス契約と似ていますね。 

Ａ．その通りです。物の所有権の移転にプラスして技術ライセンス契約が付加されているといって

も良いでしょう。むしろ新規発明やノウハウなどを含む有体物の移転契約では、ライセンスを中

心としてそれに所有権移転条項が附属していると考えた方が早いかもしれませんね。 

 

Ｑ．リサーチツール等を売り渡してしまうと提供者が後々の管理をしにくいのではあり

ませんか。 

Ａ．研究に関連する有体物にもいろんな種類がありますが、研究用の

試験装置、実験用動物などいわゆるリサーチツールが目的物であ

る場合には、提供者としては目的物引渡し後も後々まで、使用目

的、管理方法、使用終了後の処分方法などを制限して技術面で

の秘密性を守りたいと考えるのが通常でしょう。そのような場合に

はむしろ権利を移転しないで賃貸借などの形式にして使用後は返

還を求めるなどした方が良いと思われます。特にマウス、菌株のように自己増殖可能なものに

ついてはそのようにしないと 1個の売買でも全てを売却したのと同じ結果になってしまいます。 

 

Ｑ．大学の研究者として気をつけることがあれば教えてください。 

Ａ．大学で製作した有体物は、研究成果であり技術的内容をその中に含んでいるということを忘

れないようにお願いします。その技術に関する大学の権利の保護をどうすれば良いかというこ

とを常に念頭に置いて契約内容を検討することが必要です。勿論権利の保護の態様は、目的

物、技術の新規性や重要性、利用価値などによって異なりますからケースバイケースで考えて

行く必要があります。事務局や知財センターでは一般的な事柄は分かりますが、具体的な物に

関しては良く分からないことも多いのですからその、物に関する技術的な特徴を詳細に教えて

頂いて大学の知的財産の保護に疎漏のない契約となるよう努力していきたいと思っています。

宜しくご協力のほどお願い申し上げます。 

 

（技術契約に関する Q＆Aは今回で一旦終了します。） 

 

過去の技術契約に関する Q＆A リスト 

掲 載 月 号  数 内    容 

平成 18年６月 第２２号 技術契約（Ⅰ） 総論 

 〃  年８月 第２４号 技術契約（Ⅱ） 共同研究契約・受託研究契約 

 〃  年９月 第２５号 技術契約（Ⅲ） 実施許諾契約 

 〃  年１０月 第２６号 技術契約（Ⅳ） 秘密保持契約、有体物移転契約 
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大学発ベンチャーが６社に！ 

会社の名称 設立年月 本学の関係者 事業内容 

（特）SOM ジャパン H15年 4月 
徳高 平蔵 

（名誉教授）他 

多変量データの可視化ソフト、健

康 MAPソフト等の販売 

(特)内水面隼研究所 H16年 10月 
七条 喜一郎 

（前助教授） 

養殖ホンモロコの卵、ホンモロコ

成魚の販売 

（特）クロモセンター H17年 6月 
押村 光雄 

（教 授） 

染色体を主とした生命工学等の研究受託 

遺伝子解析、薬品安全性試験等の受託 

クリーン・コム（有） H18年 1月 
岡本 芳晴 

（教 授） 

金属イオン、光触媒等の販売 

健康食品の販売 

（特）自然エネルギー

研究センター 
H18年 3月 林 農（教授）他 

立地調査・風力発電に関するコン

サルティングの受託。装置の販売 

日本トリップ（有） H18年 7月 
菅原 一孔 

（教 授） 

経路探索システムの販売 

バスダイヤ情報提供事業 

【注】（特）は特例有限会社（有限会社として設立されたが会社法改正により現在は株式会社） 

（有）は有限責任事業組合（LLP） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

生生兵兵法法はは大大けけががののももとと！！  
～～慣慣れれなないい交交渉渉はは危危険険でですす。。～～  

   
契約交渉には、それなりの知識と経験が必要です。 

技術に関わる契約をしようとされるときは、始める前に必ず知的財産

センター（研究協力課）にご連絡をお願いします。 

 

知財センターは全ての段階で契約交渉をバックアップします。 
 
 

 

 
このようなことは避けましょう。 

●大学を通さないで自分で勝手に交渉する。 
●交渉の初期に議事録などで相手と合意する。 
●良く意味・内容を確かめないまま同意する。 

方針 
決定 

 
交渉 

 
合意 

契約書 
の作成 

契約の履行・ 
契約書の管理 
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特許相談会（１１月度） 
 

日  時：１１月１６日（木）13：30 より  

相談者：滝本弁理士（鳥取大学客員教授） 

場  所：VBL４F 知財センター 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

鳥大知財ニュース 
知財 HP‥http://www.vbl.tottori-u.ac.jp/%7Eipmc/ 

目    次 

特許相談会のお知らせ ･･･････････････････････････ 1 

知的財産関係セミナーのお知らせ ･････････････････ 2 

Q＆A：「利益相反｣ ･･･････････････････････････････ 3 

「共同研究契約例文の解説」を改訂 ･･･････････････ 8 

「産官学連携推進セミナー」を開催 ････････････････ 8 

 

 
 

特許と技術契約のご相談は 
知的財産センターへ 

 
電話番号：0857-31-6000 

（内線 2765） 
FAX番号：0857-31-5474 

（内線 2771) 

2006年 11月 1日 

（ ２７号 ） 
 

発行：知的財産センター 

電話：0857-31-6000 

(内線 2765) 
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【主催：特許庁・中国経済産業局、実施：社団法人 発明協会 広島県支部】 
   

知知知的的的財財財産産産セセセミミミナナナーーー   
（学内実施、対象：教職員、大学院生等、事務職員） 

①米子地区 
日時：１１月１３日（月）1３:00～17:０0（15:00～17:00 特許相談会） 
講師：奥野彰彦 氏（園田・小林特許事務所、弁理士） 
場所：鳥取大学医学部保健学科棟第２会議室 

 
②鳥取地区 
日時：１１月１4日（火）1３:00～17:０0（15:00～17:00 特許相談会） 
講師：高橋宏明 氏（園田・小林特許事務所、弁理士） 

場所：鳥取大学ＶＢＬ４階セミナー室 

連絡先：電話 0857-31-6000、E-mail：chizai@zim.tottori-u.ac.jp 

知知知的的的財財財産産産関関関係係係セセセミミミナナナーーー（（（学学学外外外実実実施施施）））   
   

１．知的財産セミナー（実務者向け） 
「企業における特許マネージメント（特許侵害、訴訟事例について）」 

日時：１１月８日(木)13:30～ 
講師：坂口真一 氏（日本弁理士会、弁理士） 
場所：ウエルシティ鳥取（鳥取厚生年金会館） 

 
２．ブランド戦略セミナー２００６ 

「商標を活用したブランド戦略」「地域の魅力とブランド戦略」 
日時：１１月２０日(月)13:30～17:00 
講師：押本泰彦 氏（日本弁理士会、弁理士） 
    田中章雄 氏（株式会社ブランド総合研究所、代表取締役） 
場所：米子コンベンションセンター 
 

３．経営者のためのマインドアップセミナー(経営者・管理者対象)  
「発明家 松下幸之助に学ぶ 経営戦略」 

日時：１１月１７日(水)13:30～15:00 
講師：水野博之 氏（広島県産業科学技術研究所、所長） 
場所：ウエルシティ鳥取（鳥取厚生年金会館） 
 

４．ビジネスマンのためのマインドアップセミナー(中小企業等の開発・営業・事務部門の方) 
「ビジネスに活かす知的財産」 

日時：１１月２９日(水)13:30～16:30 
講師：橋本重道 氏（発明協会広島支部、参与） 
場所：ウエルシティ鳥取（鳥取厚生年金会館） 
 

【１．２．主催：中国経済産業局、鳥取県、日本弁理士会、実施：（社）発明協会鳥取県支部】 
【３．４．主催：中国経済産業局、後援：鳥取県商工会議所連合会、実施：（社）発明協会鳥取県支部】 
連絡先：発明協会 鳥取県支部(電話 0857-52-6728)、 

鳥取県商工労働部産業開発課 知的財産担当(電話 0857-26-7244) 
鳥取大学 知的財産センター(電話 0857-31-6000) 
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Ｑ＆Ａ：「利益相反」 

Ｑ．最近「利益相反」という言葉を良く聞くのですが。 

Ａ．近年大学の使命として教育、研究と並んで社会貢献が第三の柱とされ、いわゆる産学連携が

活発になってきました。産学連携においては大学が企業のために大学の人的、物的資源を使

用することになりますのでそれが従来の教育や研究などの従来の使命と矛盾する可能性が生

じてきました。この矛盾がいわゆる「利益相反」（conflict of interest）問題です。 

 

Ｑ．利益相反とは何でしょうか。 

Ａ．一般的に言えば複数当事者の立場が相対立し、当事者の利益が相容れないことですが、注

意していただきたい点は今回取り上げるのは「産学連携」における利益相反であるということで

す。産学連携以外の分野においても利益相反はいくらでも存在します。法律の世界（民法、商法

など）にも利益相反に関する規定があります。「産学連携」における利益相反を理解してもらうた

めに両者を比較してみましょう。 

利益相反の比較 

 産学連携における利益相反 民法・商法における利益相反 

特 徴 適用、効果：個別的、具体的 

判断基準：実質的、実体的 

判断内容：道徳的、倫理的 

適用、効果：一般的、抽象的 

判断基準：形式的・画一的 

判断内容：規範的、法律的 

要 件 不明確（大学のインテグリティを損なう可

能性のあるアピアランスが存在するこ

と。その内容は無限定。） 

法定（例） 

・民法第 826 条 

親が子を代理して子と取引 他 

・会社法第 356 条 

取締役が会社と取引 

 

効 果 不確定（大学が具体的ケースに応じて個

別に対応） 

法定（上記例に対応） 

・民法第 826条 

 親には当然代理権がなくなり子のために

特別代理人を選任 

・会社法第 356条 

取引額等の多寡に拘らず株主総会の承

認が必要 

 

Ｑ．「利益相反」が問題とされるようになった経緯に関して教えて下さい。 

A．利益相反問題は産学連携に関して大学に生じる問題なので、産学連携が早くから進んだ米国

がこの問題に関しても先駆者です。日本では 2002 年（平成 14 年）に文部科学省の科学技術・

研究基盤部会産学官連携推進委員会利益相反ワーキング・グループから出された報告書がこ
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のような問題に関する基本的なガイドラインになっています。 

利益相反ルールの歴史 

年 代 主  体 規則の名称 備  考 

1964 米国大学教授協会協議会 

米国教育協議会 

大学における政府後援の研究の利

益相反防止について 

声明 

1990 米医科大学協会（AMMC） 研究における責務相反と利益相反

の取り扱いのためのガイドライン 

責務相反と利益

相反とを区分 

1993 米国大学協会（AAU） 金銭的利益相反のマネッジメントの

ための枠組文書 

 

1994 スタンフォード大学 責務相反および利益相反ポリシー 大学での事例 

1995 米国公衆衛生局（PHS） 交付金助成には利益相反管理シス

テムの整備が条件 

 

2001 ノースウェスタン大学 責務相反および利益相反ポリシー 大学での事例 

2002 米国立科学財団（NSF） 助成方針ﾏﾆｭｱﾙにおいて利益相反

ポリシーの策定、施行を要求 

 

2002 科学技術･学術審議会 利益相反ワーキンググループ報告

書 

日本 

【注】 出典：「産学連携における利益相反ルールの形成に関する実証的研究」（2005 年 5 月、筑

波大学産学リエゾン共同研究センター 新谷 由紀子、菊本 虔） 

 

Ｑ．「利益相反」は個人の問題なのですか。大学の問題なのでしょうか。 

A．公共的な利益を犠牲にして個人的な利益を図るという背任的性格から来る個人の反社会性・

反倫理性も勿論問題ですが、利益相反問題の本質は、このような個人的な問題ではなく、社会

の大学に対するインテグリティ（信頼性、評価、信用）を毀損する可能性があるという点にありま

す。従って、大学自身の問題です。その結果実際に「利益相反」となったかどうかではなく、社会

から「利益が相反しているのではないか」と疑われるような外観を生じさせたか否かが問題とな

ってくるのです。すなわち社会から大学の責任が果たされないように見えてしまうこと

（appearance）が問題なのです。 

 

Ｑ．「利益相反」は法令違反とは異なるのですか。 

Ａ．利益相反の形態によっては法令違反になる場合があります。法令違反になれば、当該法令に

基づいて民事上や刑事上の責任が発生することになります。学内での利益相反委員会などに

届けられているからと言って責任が軽減又は免除されるものではありません。従って利益相反

は法律問題になる前の段階での問題であると言って良いでしょう。 
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法令違反と利益相反の主要な相違点 

 法令違反 利益相反 

責 任 の 性 質 法令上の責任（刑事罰、行政

罰、民事上の賠償責任等） 

社会に対する説明責任、社会的責任 

責 任 の 主 体 規制に違反した個人、法人の責

任者等 

大学（組織） 

対 応 方 法 一律に回避されるべき状態 必ずしも回避する必要はなく、情報開示や

モニタリング等、透明性を高めることによ

りマネジメント可能 

判 断 基 準 法令による一律のルール 

（国家公務員法、刑法、民法な

ど） 

各大学毎のポリシーによるルール 

利益相反委員会で個別に判断、多様な対

応方法が可能 

判 断 権 者 裁判所 大学 

【注】科学技術･学術審議会 「利益相反ワーキンググループ 報告書」（H１４．１１．１）より転載 

 

Ｑ．「利益相反」というとそれ自体悪いことのように聞こえますが。 

Ａ．確かに「利益相反」という語にはそのような響きがありますね。しかし私は「利益相反」というの

は「利益が相反している」という事実状態を言っているだけで、それ自体が良いとか悪いとかい

う価値判断を含まない概念だと理解しています。法律の場合でも産学連携の場合でも利益相

反が起こった場合あるいは起こりそうな場合にどう対処するべきかの問題が「利益相反問題」だ

と考えています。もし「利益相反」がそれ自体「悪」であるということになれば「利益相反問題」は

「利益相反回避問題」と、又「利益相反マネジメント」は「利益相反回避マネジメント」というべき

でしょう。 

 

Ｑ．「利益相反」の内容はどのようなものでしょうか。 

A．通常次のように分類されています。 

利益相反の種類と内容 

 

 

 

種  類 内  容   例 

利益相反 

（広 義） 

利益相反 

（狭 義） 

個人としての

利益相反 

個人の利益と大学に

おける責任との相反 

個人が不当な利益を得たため

に大学の信頼が害された。 

大学としての

利益相反 

大学の利益と大学の

社会的責任との相反 

大学が不当な利益を得たため

に大学の信頼が害された。 

責務相反   
大学における職務遂行責任と企業等

に対する職務遂行責任との相反 

教授が大学での研究を放置し

て企業のために研究した。 
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Ｑ．そうであるならば大学発ベンチャーなどをやろうと思えば必ず利益が相反するよ

うに思いますが。 

A．全くその通りです。利益相反というのは大学の施設を個人的利益のために使ったり、教授が企

業のために時間を割くわけですから必ず随伴的に利益が相反してきます。ですから利益相反

行為を一切してはいけないということになると大学発ベンチャーなどは成り立ちません。それを

うまく処理（マネジメント）しようというのが利益相反問題なのです。 

 

Ｑ．国では大学はどのように対応していくものとされているのですか。 

A．少し古いのですが科学技術･学術審議会 「利益相反ワーキンググループ 報告書」では対応

策として行為規範的なアプローチは産学連携に萎縮的効果をもたらすものとして望ましいとは

言えず、マネジメントシステムの構築というアプローチが有効であると推薦されています。 

しかし委員会などでの判断が個々に異なると不公平を生じる可能性もありますし、行為規範も

あるに超したことはないと考えられますのでこの点は今後の検討課題でしょう。同報告書も「具

体的な事例をいくつか示す」ことも必要であるとしています。 

学内システムのモデル例（個人としての利益相反の場合） 

ステージ 内    容 説   明 

１ 
教職員の金銭的情報の開

示 

取得した兼業報酬、兼業収入、未公開株式等の報

告 

２ 金銭的情報の記録･保存 適切な方法で記録を保存 

３ 
利益相反アドバイザーによ

る事実関係の検討 

アドバイザーによるヒヤリング、問題点の検討 

４ 
利益相反委員会による対応

方法の決定 

大学の最終責任機関。事実関係の確認、検討、許

容性の決定 

５ 外部へのアカウンタビリティ 公表可能範囲での外部発表 

【注】科学技術･学術審議会 「利益相反ワーキンググループ 報告書」（H１４．１１．１）の該当部分

を要約。 

 

Ｑ．現実にどのようなことが「利益相反」になるのでしょうか。 

A．上記の報告書に記載されている事例やマスコミで話題になった例を見てみましょう。 

利益相反の事例 

区   分 事    例 

（WG報告書記載の例） 

大学発ベンチャー関連

（狭義の利益相反） 

ベンチャー企業の株主であり取締役である教授が企業と共同研究を

実施。教授が実施料と成功報酬を取得。未公開株の売却によりキャ

ピタルゲインを取得した。 

（ 〃 ） 

大学発ベンチャー関連

（責務相反） 

教授が自分が代表取締役であるベンチャー企業の欠陥製品の対応

に追われてたびたび大学の授業を休講にした。 
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（ 〃 ） 

特許･技術移転関連 

 

大学が教授から権利を承継・特許化して特許化し企業に独占実施権

を許諾した。しかし教授は以前に当該企業に個人特許を実施許諾し

多額の実施料収入を得ていた。教授が大学のライセンスの責任者で

あった場合などには利益相反となることがあり得る。 

（ 〃 ） 

学生関連 

 

教授が大学院生を企業との共同研究に参加させた。その結果大学

院生が秘密保持義務を負う結果となり、大学院生が就職活動時に企

業との共同研究の内容を聞かれたが満足な回答ができなかった、 

（新聞事例） 

アンジェス MG（株）事件 

阪大の新薬試験医が同社（同大学のベンチャー企業）の未公開株を

取得していた。（H16年 4月、新聞報道） 

【注】科学技術･学術審議会 「利益相反ワーキンググループ 報告書」（H１４．１１．１）の該当部分

を要約。 

 

Ｑ．本学でも「利益相反」の規則ができたと聞きましたが。 

A．本年（H18 年）４月に本学でも「利益相反ポリシー」と「利益相反委員会規則」が制定されました。    

本学の利益相反関係規則 

名 称 制定年月日 制定形式 内  容 

利 益 相 反 方 針 H18.4.12 学長決裁 

教育研究評議会承認 

利益相反に関する基本的な考

え方、体制、手続き 他 

利益相反委員会規則 H18.4.12 学長決裁 利益相反委員会の組織、運営 

 

Ｑ．「利益相反方針」ではどのようなことが決められているのですか。 

A．これは方針ですから規則のように規範的効力はありませんが事実上の拘束力を持っています。

その主たる内容は以下の通りです。 

「鳥取大学利益相反方針」の概要 

項  目 内  容 

利益相反の定義 狭義の利益相反、責務相反などに区分（上記参照） 

基本的な考え方 利益相反を生じないことは職員等の責務 

大学は利益相反のマネジメントを行う。 

利益相反マネッジメントの対象 本学の役員及び職員 

利益相反マネジメント体制 利益相反委員会の設置 

利益相反相談室の設置 

利益相反アドバイザーの設置 

利益相反ワーキンググループの設置 

利益相反マネジメントの手続き 自己申告書の提出。 

状況調査の実施。 

研修の実施 職員等に対し研修を実施。 
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「「共共同同研研究究契契約約例例文文のの解解説説」」をを改改訂訂  

昨年知財センターで作成した「共同研究契約例文の
解説」を改訂した。 

主な改訂点 

◎ 「優先的実施条項」に関する解説の修正 

現在本学で使用中の例文（原本は文部科学省作成）の解釈
に関する解説を平易化した。 

◎ 「優先的実施期間の終了」に関する解説の修正 

「優先的実施条項」と「期間の終了」の関連を明確にした。 

◎ 「裁判管轄」に関する解説の修正 

 

  ～ご希望の方は知財センターまでお申し込みください。～ 

 

「産官学連携推進セミナー」を開催 
 
１０月３０日（月）に役員・事務担当の教職員を対象にした産官
学連携推進セミナーを開催した。産官学に関する身近な話題で今
後の産官学連携推進の参考になるものと期待される。 

内 容 

１．「早稲田大学における産学連携の実例」 
講師：小沢 貴史 
(ＶＢＬ講師、前早稲田大学アジア太平洋研究センター助手) 

 
２．「知財組織のあり方」 

講師：松井 孝一 （鳥取大学 知的財産管理アドバイザー） 
 

３．「産学連携よもやま話」～委託者から見た米国の研究機関～ 
講師：松井 孝一 （鳥取大学 知的財産管理アドバイザー） 
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特許相談会（１２月度） 
 

日  時：１２月１２日（火）13：30 より  

相談者：滝本弁理士（鳥取大学客員教授） 

場  所：VBL４F 知財センター 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

鳥大知財ニュース 
知財 HP‥http://www.vbl.tottori-u.ac.jp/%7Eipmc/ 

目    次 

特許相談会のお知らせ ･･･････････････････････････ 1 

「知的財産管理シンポジウム」で発表 ･･････････････ 2 

「知的財産管理業務マニュアル」の作成を検討････････ 2 

Q＆A：「知財関連規程類の整備計画｣ ･･･････････  3～７ 

本年の回顧 ･･････････････････････････････････････ 8 

 

「研究発表前に必ず特許出願」 
 
 

卒論等の発表に伴う発明届出書は  
平成１９年 １月 １２日までに  

知財センターにお問い合わせ下さい  
 

電話番号：0857-31-6000 
（内線 2765） 

FAX 番号：0857-31-5474 
（内線 2771) 

2006年 12月 6日 

（ ２８号 ） 
 

発行：知的財産センター 

電話：0857-31-6000 

(内線 2765) 
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「知的財産管理シンポジウム」で発表 
 
１２月５日（火）に東京･品川で「知的財産管理シンポジウム 2006東京」（主

催：特許庁 実施：(社)発明協会）が開催された。 

 

≪ 内 容 ≫ 

１．基調講演： 

特許庁大学等支援室長 荒巻慎哉氏 

文部科学省技術移転室長 井上卓己氏 
 

２．「大学における知的財産管理体制構築の取組」に関する発表 

特許庁「知的財産管理アドバイザー派遣事業」が来年３月に終了する８

大学（本学も該当）から３年間の派遣期間中における大学での知財管理

体制の進捗状況について発表があった。本学も管理組織の充実・規定類

の整備・啓蒙活動の実施・知財の有効活用等の実績について発表した。 
 

３．パネルディスカッション「国際的な産学連携における今後の課題」 

４大学のパネラーによりグローバルな産学官連携に関してパネルディ

スカッションが行われた。 

「知的財産管理業務マニュアル」の作成を検討 
 
学内における知的財産管理業務を円滑且つ効率的に行うため知財
管理スタッフ向けに「知的財産業務管理マニュアル」の作成を計
画している。 

≪現在検討中の内容≫ 

Ⅰ.事務処理手
続きフロー 

学内でのフロー、特許庁に対する手続き、外国特許、 
制度に関する資料など、 

Ⅱ.契約例文 
共同研究契約、秘密保持契約、有体物移転契約などの

各種例文・解説・関連法令などの資料 

Ⅲ.学内規定集 知的財産方針、発明規則などの規定類と参考資料 

Ⅳ.大学発ｱﾄﾞﾍﾞ
ﾝﾁｬｰ設立手続 

大学発ベンチャーの設立手続きに関するＱＡ集と関
連法規集 

Ⅴ.その他 各種問い合わせ先等の資料 
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Ｑ＆Ａ：知財関連規程類の整備計画 

Ｑ．知的財産関係の規則はどこまで整備が進んでいるのですか。 

Ａ．知的財産活動のインフラとしての知財関係の規程類の整備を進めています。今までに知財ポ

リシーや知的財産方針の制定などを実施しました。又従来から存在する共同研究取扱規則、受

託研究取扱規則などに基づく契約例文の見直しや新規作成なども進めてきています。 

規程類整備状況 

種類 
規則 付属規則など 

名称 現状 名称 現状 

総括 知的財産ポリシー 

知的財産方針 

H16.4.14（制定済） 

H17.10.12（ 〃 ） 

 

 

 

組織 知的財産ｾﾝﾀｰ規則 H17.6.22 〃   

業務 発明規則 

利益相反方針 

利益相反委員会規則 

ノウハウ取扱規則 

商標取扱規則 

H17.10.12（全面改正済） 

H18．4．12（制定済） 

  〃   （ 〃 ） 

 

（今後検討予定） 

（  〃   ） 

発明規則実施要領 H17.10.12（制定済） 

協働 共同研究取扱規則 

受託研究取扱規則 

実施許諾取扱規則 

(部分修正:予定) 

（  〃   ） 

（今後検討予定） 

共同研究契約例文 

受託研究契約例文 

実施許諾契約例文 

共研成果実施契約 

有体物貸与契約 

作成済  

 〃 

 〃 

 〃 

 〃 

 

Ｑ．起案に当たって注意されたのはどのような点でしょうか。 

Ａ．ノウハウ規則や商標規則などは内容が現実に実施可能なものでなければなりません。抽象

的にいくら高邁なことを決めていても現実に実行できないようなものであれば役にたちません。

ノウハウはその実体の把握が困難であり、管理を厳しくするといっても知財センターや事務局で

大学全体のノウハウを集中管理することは困難ですしその必要性も少ないでしょう。むしろ各研

究室の自主的管理に任せた方が効率的で効果的な管理をすることが期待できるでしょう。商標

に関しても各部局で使用される標章は各部局で管理していただいた方が具体的ケースに適し

た妥当な管理が可能であると考えられます。従ってこれらの規則の起草にあたっては管理単位

を区分して全学的管理する必要のあるもの、各研究室や部局で管理した方が妥当なものなど

に管理単位を区分し、現実に実施可能な管理ができるようキメの細かい規定内容とするように

努力しました。 
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実施許諾取扱規則（案） 

Ｑ．実施に関する契約状況はどうなっているでしょうか。 

Ａ．共同研究契約や受託研究契約には実施に関する条項が含まれています。当該条項では共同

研究成果に関して実施料を大学に支払うべき旨その他の実施条件と共に、そのための実施契

約を締結することが定められています。しかしこの実施契約は殆ど締結されていないのが現実

です。また大学が保有する特許などの第三者実施許諾契約に至っては昨年度は皆無でした。 

 

Ｑ．それならばなぜ実施許諾に関する規則が必要になるのでしょうか。 

Ａ．まず規則の制定により実施契約（共有成果の実施契約と第三者実施許諾契約）の締結を促

進したいという意図があります。共同研究をした場合、研究費用を企業から頂いて、研究をすれ

ばそれでおしまいという訳ではありません。特許になっていなくても成果が実施されている限り

大学は実施料を収受すべきであり、そのための実施契約は共同研究契約などに付随して必ず

締結されるべきものです。 

 

Ｑ．その他にも理由があるのでしょうか。 

Ａ．実施契約は交渉が大切な契約です。ランニングロイヤルティの実施料率や実施料の対象とな

る製品の範囲などは大学の収受金額に直接影響してきます。又他方では実施料収入さえあれ

ば良いというわけでもありません。公益に反するような形態での実施は好ましくありませんし、

特定企業による技術実施の独占も問題を生じることがあるでしょう。このように収益の増加を図

ると共に、実施面での制約をも明らかにすることによって大学の知的財産が正しく利用されるよ

うにしたいと思っています。 

 

Ｑ．具体的にはどのような内容なのでしょうか。 

Ａ．以下の通りです。 

実施許諾取扱規則（案）の概要 

項   目 内     容 

基本方針 ①積極的な実施許諾の推進（「知と実践の融合」の理念に合致） 

②収益増加を指向する。 

許諾条件 許諾実施権の

種類 

原則非独占（研究成果を社会に均霑） 

但し共同研究契約等に別段の定めがある場合はそれによる。

（通常相手方企業に優先的実施期間を認めている。） 

改良技術 相手方企業による改良技術は大学へﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ及びｸﾞﾗﾝﾄﾊﾞｯｸ 

大学の無答責 企業による実施に関して大学は責任を負わない 

公益に反する

実施の回避 

相手方企業の実施が公益に反する場合は大学は契約解除可能 
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Ｑ．有体物の提供は実施許諾に類似している面がありますがこれに関する規則は制

定しないのですか。 

Ａ．他の大学では研究材料などの有体物移転に関する規則を制定している大学もあります。確か

に研究成果としての有体物などには通常の動産などの有体物とは取扱を異なるようにした方が

望ましい面もあります。しかし有体物は当然ながら一般の財物と共通する点がありそれらに関し

ては文部科学省の通達や学内での規則が既に存在しています。これらの規程類は通常の財産

を規定対象としているため研究に関連の有体物にはそぐわない規定も存在します。しかし共通

する範囲ではその整合性を図る必要がありますし、研究材料であるが故の特例は別途個別に

考慮することでとりあえずは足りるという考えで今後の検討課題としています。 

ノウハウ・技術情報取扱規則（案） 

Ｑ．先ずノウハウ管理の基本的な考え方について教えて下さい。 

Ａ．ノウハウの重要性は最近特に重要視されるようになって来ました。大学においてもノウハウの

管理をもっと厳重に行う必要があると思われます。しかし大学は公開された公共機関であり過

度の秘密性管理は自由な研究や学生の教育に対する妨げにもなりかねません。この点に配慮

し知的財産の保護と研究の自由との兼ね合いに留意しています。 

 

Ｑ．それは規則案では具体的にどのように配慮されているのですか。 

Ａ．秘密性の管理は原則として研究室の自主的管理に任せることしました。すなわち研究室ごと

にノウハウ管理者を選定して頂だき、ノウハウ管理の対象となるノウハウの指定や管理方法な

どは原則として、その方に一任することとしています。他方各部局で各部局（長）が重要と考え

るノウハウはノウハウ管理者が指定しなくても各部局でも指定できることとしました。このように

ノウハウの発生元での自主管理を中心に考えています。しかし全学的に有効活用などを促進

する必要もありますのでこれらのノウハウは研究協力課に届け出ていただくこととしています。 

 

Ｑ．しかし何がノウハウか分かりにくいのではありませんか。 

Ａ．ノウハウや技術情報は無形のものでもノウハウですから実体が分かりにくいことは事実です。

そこでノウハウ管理の前提として何がノウハウかをはっきりさせるためノウハウの有形化（文書

化） を促進することとしています。 

 

Ｑ．ノウハウに指定されなかった技術情報はどうなるのですか。 

Ａ．ノウハウに指定されなくても秘密で有用な技術情報はノウハウと同様に取り扱う必要性があり

ます。従って可能な限りノウハウに関する規定を準用することとしました。 

 

Ｑ．ノウハウや秘密情報の管理はどうのように行うのですか。 

Ａ．経済産業省が作成した「営業秘密管理指針」（H17 年 10 月 10 日改訂）では書類の保管（物

理的管理）、ﾊﾟｿｺﾝへのｱｸｾｽ制限（技術的管理）、教職員に対する教育、啓蒙（人的管理）、ﾏﾆ

ｭｱﾙの作成、ﾁｪｯｸ体制の確立（組織的管理）など各種の具体的な方策が示されています。 
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本規則案では実質的に全学的に一律に実施することが困難なものも多いことからこれらの管理

態様の決定・実施に関しても原則として各研究室の管理責任者に委ねることとしています。 

ノウハウ･技術情報取扱規則（案）の概要 

商標取扱規則（案） 

Ｑ．他の大学では大学の学章なども商標として出願していると聞きましたが。 

Ａ．確かに他の大学では大学で使用している各種の標章（マーク）なども商標出願されているよう

です。このような標章には本学の先輩の努力の積み重ねが化体しています。従ってこれらの使

用に関しては大学の社会的信頼性や評価を損ねないような管理や使用が第１命題であると考

えています。商標は商品の販売や役務の提供の際に使用されるものですから、そのような事を

本来の目的としない大学としては、どのような標章をどのように管理していくべきかは慎重に検

討されるべきものでしょう。 

 

Ｑ．基本的な考え方はどうでしょうか。 

Ａ．出願や管理に関しては管理区分を 3 つに分けています。すなわち大学の学章、ロゴなどのよ

うに全学的に管理する必要のあるもの、学部のマークなど各部局で管理するもの、特定事業の

用に供するもの（大学グッズの販売など）の 3 種類に区分し、それぞれ管理責任者を定めてい

ます。 

区 分 項 目 内     容 

ノウハウの

帰属 

帰属 

有形化 

承継手続きを要せずして大学に帰属 

ノウハウの文書化（電子ファイル化を含む）努力義務、 

ノウハウの

管理 

原則 

管理責任者 

ノウハウの指定 

ノウハウの開示 

ノウハウの管理 

 

 

 

 

 

 

 

秘密性の段階 

各研究室又は各部局が責任を持って管理 

研究室内で選定。必要があるときは部局長が指名。 

管理責任者又は部局長が指定。 

管理責任者の承認必要 

各研究室又は各部局で責任をもって管理 

管理責任者が管理態様を指定 

①物理的管理（ロッカーでの保管、放置禁止など） 

②技術的管理（パソコンへのアクセス制限他） 

③人的管理（教育･研修の実施転職、予定者に対する注意の

喚起など） 

④組織的管理（管理マニュアルの作成、モニタリングの実施な

ど） 

必要に応じ極秘、通常秘、取扱注意に区分 

ノウハウの

活用 

有効活用の推進 ノウハウの有効活用推進の努力義務 
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Ｑ．学内の者は大学の商標などを自由に使用しても良いのですか。 

Ａ．そういう訳ではありません。使用形態や使用場所などによっては大学の名誉やイメージを損な

う結果を生じる可能性があるからです。大学のパンフレット、出版物、文房具類に大学のマーク

を入れることは良く行われているところであり規則案でもこれらのものに大学や部局のマークの

自由使用を認めています。これに対しその他の物品における使用は大学のイメージを損なう場

合があることも否定できませんので管理者の許可を必要としています。 

 

Ｑ．譲渡や使用許諾に関してはどうですか。 

Ａ．商標は出所識別機能を有するのであり大学が製造も販売もしていない商品に大学の商標を

添付されたりすると消費者に誤解を与えるだけでなく場合によっては大学の責任（製造物責任

や不法行為責任など）を生じる危険性もあります。従ってこのようなことは原則としてしないこと

としています。（商標法にも関連規定が存在します。） 

商標取扱規則案の概要 

 共通商標 部局商標 特定事業用商標 

内   容 学章その他本学を表

すﾏｰｸ、ﾛｺﾞﾀｲﾌﾟ等 

学部その他各部局を

表すﾏｰｸ、ﾛｺﾞﾀｲﾌ等 

本学が製造･販売する製品、提供

する役務に付するﾏｰｸ、ﾛｺﾞﾀｲﾌ等 

責 任 者 知的財産センター長 各部局長 事業実施者 

管理・使用 ①原則： 

イメージを毀損しない形態での使用に限る。 

②自由使用： 

 ・論文、大学の出版物等での使用 

 ・大学の封筒類、文具類での使用 

 ・大学教職員の名刺での使用 

③許可使用 

 ・他の部局商標の使用 

 ・大学の什器、備品等での使用 

 ・大学で販売する商品での使用 

・出版物における第三者による使用 

①原則：右に同じ 

②当該商品又は役務においての

み使用可能。（他の商品･役務

での使用は標章（登録されてい

ないﾏｰｸ）としての使用に該当） 

実施許諾・ 

譲渡 

①専用使用権： 

許諾不可（商標法

第 30条第 1項） 

②通常使用権： 

許諾不可（商標法

第 31条第 1項） 

③譲渡： 

 不可（商標法第 24

条の２第 2項） 

①専用使用権： 

 左に同じ 

 

②通常使用権： 

 左に同じ 

 

③譲渡： 

左に同じ 

 

①専用使用権： 

左に同じ 

 

②通常使用権： 

左に同じ 

 

③譲渡： 

 事業と共に譲渡する場合に限り

可能（商標法第24条の２第3項） 

（注）上記規定は標章（登録されていない又は指定商品・役務以外での使用）にも準用。 
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規程類の整備 

「実施許諾規則、ノウハウ管理規則 商標管理規則」の案を作成（H18年 8月） 

「知的財産管理業務マニュアル」の作成に着手（H18年 11月） 

 

研究特別支援企画の実施 

「風力発電」に関して特許調査を実施し、その成果を発表（H18年 4月） 

 

セミナーの開催 

知的財産センター設立２周年記念「知的財産・利益相反特別講演会」を開催（H18年 6月） 

産官学連携推進セミナーを開催（H18年 10月） 

「研究者向けセミナー」を鳥取・米子で開催（ H18年 11月） 

 

特許相談会  

毎月 1回開催。併せて先行技術調査も実施。 

 

契約例文の作成  

共同研究成果実施契約・秘密保持契約等の例文を作成。（H18年 8～9月） 

 

知財有効活用・ライセンス支援 

特許・ノウハウライセンス契約交渉支援他（通年） 

 

知財ニュースの発行（QA集） 

H18年 1月号：「意匠（デザイン）」 

H18年 2月号：「商標・商号」 

H18年 3月号：「大学発ベンチャー」 

H18年 4月号：「各種の権利保護制度」 

H18年 5月号：「バイオ特許・リサーチツール特許・特許侵害」 

H18年 6月号：「技術契約（Ⅰ）総論」 

H18年 7月号：「知的財産推進計画 2006」 

H18年 8月号：「技術契約（Ⅱ）共同研究契約・受託研究契約」 

H18年 9月号：「技術契約（Ⅲ）実施許諾契約」 

H18年 10月号：「技術契約（Ⅳ）秘密保持契約・有体物移転契約」 

H18年 11月号：「利益相反」 

H18年 12月号：「知財関連規程類の整備計画」 
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特許相談会（１月度） 
 

日  時：１月１６日（火）13：30 より  

相談者：滝本弁理士（鳥取大学客員教授） 

場  所：VBL４F知財センター 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

鳥大知財ニュース 
知財 HP‥http://www.vbl.tottori-u.ac.jp/%7Eipmc/ 

目    次 

特許相談会のお知らせ ･･･････････････････････････ 1 

特許明細書の読み方勉強会の開催について ･･････････ 2 

「知的財産と産官学連携」について講演  ････････････ 2 

風力発電特許を企業に譲渡 ･･･････････････････････ 2 

Q＆A：「産官学連携と知的財産の有効活用｣ ･････････ 3 

｢知財ニュース｣Q＆A索引 (年月順、項目別） ････････ 7 

  

お知らせ 
 

「知財ニュース」に毎号掲載していました Q＆A は今回をもって終了し
ます。 
長年のご愛読ありがとうございました。 
来月号からは編集者も交替し、新たな内容でお届けします。 

 

発明届けの提出はお早めに 
 
本年度中（3月まで）に特許出願を希望されている方はお早めに知
的財産センターまでご相談願います。 

 
電話番号：0857-31-6000 （内線 2765） 
FAX番号：0857-31-5474 （内線 2771) 

 

2007年 1月 10日 

（ ２９号 ） 
 

発行：知的財産センター 

電話：0857-31-6000 

(内線 2765) 
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「知財活動と産官学連携」について講演 
 
「産官学連携推進室連絡会議」(1月 9日)で松井知的財産管理アド
バイザーが「知的財産活動と産官学連携」について講演しました。 

 

≪ 講 演 内 容 ≫ 

１． 鳥取大学における最近の知財活動 
 
２． 知的財産を活用した産官学連携 
 

【注】産官学連携推進室連絡会議は鳥取大学、鳥取県、鳥取市、外部機構、

金融機関などで構成する産官学連携推進のための組織です。 
 

 
特許明細書読み方勉強会を開催予定 

 

本学では特許事務所に対し特許庁に対して特許等の出願補正、意

見書の提出などの業務を依頼しています。最近の実例の中から代

表的な事例を取り上げて勉強会を開催します。 

≪ 内 容 ≫ 

１．対象者：知的財産センター及び研究協力課のスタッフ向けの勉強会です

が、特許を出願されている方、出願を予定されている方、そ

の他興味のある方の参加を歓迎します。 

 

２．内 容：明細書や意見書の読み方、チェックポイントなどについて 

 

３．時 期：１月下旬（参加希望の連絡を頂いた方に別途連絡します） 

予定 

報告 

風力発電特許を企業に譲渡 
 
林 農 教授（工学部）の風力発電に関する特許（個人出願、1件）
を企業に有償譲渡しました。 
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Ｑ＆Ａ：産官学連携と知的財産の有効活用 

Ｑ．国の施策としての産官学連携はどのように推進されているのでしょうか。 

Ａ．社会貢献が大学の第三番目の使命として追加され大学として産官学の連携の強化が図られ

ました。又国の方でも産学連携を行いやすくするための法制度の改正とその前提となる大学の

知的財産による研究成果保護の取り組みに対する支援が強化されてきました。本学でもこれに

対応した形で知的財産に対する取り組みと産官学の連携を強化してきました。 

産官学連携強化制度の推移 

法制度など 鳥取大学 

H10年：承認 TLO制度創設 

H11 年：委託研究成果の受託企業による実施（日

本版ﾊﾞｲﾄﾞｰﾙ法） 

H14年：知的財産基本法 

H16年：国立大学法人化（研究成果の利用促進） 

H16年：知的財産ポリシー制定 

法人化、知的財産センター設置 

知的財産管理 AD着任 

新総括ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ着任 

H17年：知的財産規則制定 

 

Ｑ．本学における共同研究や受託研究の現状はどのようになっていますか。 

Ａ．本学でも共同研究や受託研究は、件数、金額とも 3年前の法人化以降急激に増加しています。

1 件あたりの金額は全国平均に比べて少なくなっています。本学は共同研究の相手先として中

小企業が多いのが特徴で地元貢献型の大学として評価されています。残念ながら実施許諾は

殆ど実績がありません。 

産官学連携の実績 

 全 大 学 等 鳥 取 大 学 

出 願 件 数（H17年度） 約 7400件（米国約 9000件） 国内約 50件 

実施許諾

他 

件数（H17年度） 約 1300件（H15の約７倍）  １件 

ﾛｲﾔﾙﾃｨ収入

（H16年度） 
約 4.2億円  ― 

共同研究 

（H16年

度） 

件       数 全機関：10700件（３８件/機関） 

国立：9400件（71件/機関） 

129件（H16年度） 

145件（H17年度） 

金       額 全機関：264億円 

国立：219億円 

152百万円（H16年度） 

165百万円（H17年度） 

受託研究 

（ 〃 ） 

件       数 全機関：約 15000 件（38 件/機関） 

国立：約 7800件（56件/機関） 

61件（H16年度） 

80件（H17年度） 

金       額 全機関：1012億円 

国立：７７２億円 

179百万円（H16年度） 

234百万円（H17年度） 

大学発ベンチャー数 １０８９社（H17年度末） ６社（H19．１月現在） 

【注】出典：平成 16年度大学における産学連携等実施状況について（文部科学省） 

（共同）機関数：国立大学等 132 機関（大学 76、高専 53、共同利用機関３）、合計 283 機関 

（受託）機関数：国立大学等 139 機関（大学 85、高専 51、共同利用機関３）、合計 448 機関 
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 Ｑ．産学連携ではどのような効果があったのでしょうか。 

Ａ．全国ベースでの実績は次のようになっています。 

産学官連携推進の効果（H18年 3月） 

生産誘発額 約３兆円、付加価値誘発額約 1.3兆円（GDP0.3％） 

雇用者数 18万人（全雇用者の 0.3％） 

税収増加額 国税 755億円、地方税 455億円 

産学連携予算 372億円（H16年度） 

（日本経済研究所調べ） 

 

Ｑ．産学連携に知的財産はどういう関係をもっていますか。 

Ａ．研究成果が特許として出願されていれば、自己が発明者であることが公の書面で証明されま

すし、他の人が権利化することはできませんからそれだけでも価値があるといえます。また企業

は関心のある技術については常に他の企業や研究機関の動向に注意を払っていますから業績

の PRになり共同研究や委託研究の申し込みの誘引効果が期待できます。知的財産として権利

化後は実施許諾による技術の普及・実施料収入を得ることにもつながりますし、また大学でベ

ンチャー企業を起こす際の核ともなります。 

知的財産の効能・有効活用 

種  類 性  質 内   容 

存在価値 ①公知化 

（出願効果） 

・発明者・発明時期の確証。他人の権利化阻止。 

・公開に伴う PR効果。（実施許諾、共同・受託研究のシーズ） 

②独占性 

（権利化効果） 

・第三者による実施を排除 

有効活用 ①独占的実施権 ・大学発ベンチャーでの活用 

②実施許諾権 ・企業等への実施許諾による社会貢献、実施料収入の確保 

 

Ｑ．共同研究のネタを生み出すのにも知的財産が役に立つというわけですね。 

Ａ．その通りです。研究成果が権利化され実施されることによって又新たな研究のニーズが生ま

れてくるのです。それが次の共同研究や受託研究に結びつくと云う訳です。当然これらは収入

の増加にもつながります。 

知的財産の有効活用例：共同研究サイクル 

 

共同研究 

実 施 
知的財産 

活 用 

権利化 
二ーズ 
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Ｑ．相手方を捜すのに何かコツといったものがあるでしょうか？ 

Ａ．研究を委託する企業も、受託する大学も、真にニーズに合致した研究を行うためには日常か

ら相手の立場をよく理解している必要があります。共同研究や実施許諾に結びつけるためには

企業との間に継続的な友好関係を醸成しておくことが大切です。又共同研究を行った場合には

必ず実施契約を締結するようにしましょう。技術展示会への出展や成果報告会での発表なども

継続的に繰り返し行うことが効果的でしょう。この点特許を出願することは PR のために非常に

有効な方法です。特許は権利情報ですから企業が常に他者の特許情報をウオッチィングして

いるからです。特許は権利にならなくても出願するだけで効果があると言うわけです。 

 

Ｑ．その場合に注意すべき点は？ 

Ａ．相手方になってくれそうな企業が見つかった場合てもその選択には慎重さが必要です。単に

相手方が情報を収集したいというだけの場合もあり得ますし、競合会社に話を持っていかれた

ら困るからという理由だけで話に乗ってこられる企業も無いとは限りません。このような場合は、

共同研究にはつながりませんし、又独占的な実施権を与えたりすると実施料が何も入ってこな

いという結果になります。又仲介会社から実施許諾先の紹介を受けた場合、相手先への資料

提供や頻繁な面会を要求されることもありますからこのような場合にはそれなりに対応策が必

要でしょう。 

 

Ｑ．包括的な共同研究というものもあると聞きましたが。 

Ａ．確かに複数の企業と大学が共同で行う研究と言うもののも考えられますが企業間の利害の調

整がなかなか難しいでしょう。このような場合、米国では、大学や研究機関が中心となって研究

を企画しスポンサーを募集するという形態（マルチクライアント方式）が行われています。ある程

度汎用的な技術研究を主導的に提案し、スポンサーになってくれた企業にはその見返りとして、

成果情報を提供したり、非独占的な実施権を供与したりするものです。日本の大学での例は少

ないようですが一度検討してみる価値はあると思います。 

 

Ｑ．産学連携で気をつけなければならない点があるでしょうか。 

Ａ．それは前にも申し上げましたが大学人として最も注意を要するのは利益相反の問題でしょう。

産学連携は一方では大学の教員という身分を持ちながら他方では企業の利益になるようなこと

をするのですからそこでは必然的に利害の衝突が起こります。（「知財ニュース」（第 27 

(H18.11)号）参照）この利益相反に関しては研究者自身が良く自覚して、大学当局と密接に連

絡を取りつつうまく対処していくことが大事です。 

 

Ｑ．パテントプールというのはどういうものでしょうか。 

Ａ．医薬品などの場合は一つの医薬品に関する特許の数は比較的少ないのですがそれでも複数

の特許が通常存在します。半導体などのエレクトロニクスの分野では一つの製品に、時には何

千という数にも登るような非常に多くの特許が存在します。このような場合一つの特許を持って

いてもそれだけでは実施することができません。そこで関連する特許をまとめて実施許諾する 
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のが便利です。複数の特許は同一権利者のものだけではなく異なる権利者のものもまとめてラ

イセンスします。このように所有者が異なる複数の特許をまとめて管理することをパテントプー

ルと呼んでいます。 

 

Ｑ．それは良い方法ですね。 

Ａ．しかしこのような権利の行使には弊害を伴うこともあります。今となっては歴史的事実ですが

米国では第 2 次大戦のころ白熱電球に関して有力メーカー数社がパテントプールを形成し、そ

の特許で新規事業者の市場参入を阻止して大きな利益を上げていました。そこでこのような権

利行使方法は、独占禁止法という法律に基づくガイドラインで制限されていました。 

 

Ｑ．権利の行使も行き過ぎれば問題が発生するという訳ですね。 

Ａ．その通りです。最近ではインドのインドセンダンの木事件というのがありました。この木の葉を

穀物の中にいれておくと虫がつかないなどの薬効は 2000 年も前から知られていました。しかし

ある米国の木材輸入業者がこの効果を化粧品や防虫剤として欧米で特許を取得してしまった

のです。そこでインドの人たちは特許使用料を払わなければこの葉を医薬品として使用するこ

とができなくなってしまいました。それだけではなく、この木の葉の需要が増大して価格が高騰

し住民の手に入らなくなってしまったのです。 

 

Ｑ．それは困りますね。 

Ａ．特許制度は良い制度ですが。どのような権利の行使も公共の福祉に遵うことは言うまでもあり

ません。政府の「知的財産推進計画 2006」においても「知的財産の円滑・公正な利用を促進す

る」こととされています。このような異なる価値観に対しても十分配慮しつつ、知的財産の活用、

産官学の連携を促進していくことが大切であると考えています。 

 

Ｑ．産官学連携活動の今後の方向性について教えて下さい。 

Ａ．本学は、地域に貢献する大学として今後ますます産官学連携活動を活発にして行かなけれ

ばなりません。本年 4 月以降は、現在の地域共同研究センター、ベンチャービジネスラボラトリ

ー、知的財産センターがまとめられて産官学に関する一つの組織となる予定です。知的財産は

産官学連携の手段であり、知的財産活動の到達点は産官学連携と言えるでしょう。すなわち知

的財産活動は産学連携となって結実するということになります。特に最近は国際的な知的財産

戦略と産官学連携が重要な課題となってきています。今後そのための国の支援策も充実･強化

が図られていくものと思われます。このような動きにも十分対応しつつ知財活動、産学連携活

動を進めて行きたいと考えています。是非全学的なご支援、ご協力をお願いします。 
 

Ｑ＆Aは今回をもって終了します。ご愛読ありがとうございました。 
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「知財ニュース」 Q＆A 索引（年月順） 

号 年  月 標     題 

2 H１６． ９ 特許の大学帰属  

3 H１６．１０ 職務発明  

4 H１６．１１ 著作権  

5 H１７． １ ソフトウエア（プログラム）  

6 H１７． ２ 特許とは？  

7 H１７． ３ 特許になる発明、ならない発明  

8 H１７． ４ 発明の日記念特集「特許制度の歴史」  

9 H１７． ５ 大学で知的財産はどう役に立つのか  

10 H１７． ６ 知的財産方針案  

11 H１７． ７ 特許情報データーベース  

12 H１７． ８ 「知的財産推進計画２００５」 

13 H１７． ９ 
特許の出願から成立まで  
有限責任事業組合  

14 H１７．１０ 医療特許  

15 H１７．１１ 知的財産方針  

16 H１７．１２ 営業秘密（ノウハウ）  

17 H１８． １ 意匠（デザイン）  

18 H１８． ２ 商標・商号  

19 H１８． ３ 大学発ベンチャー  

20 H１８． ４ 各種の権利保護制度  

21 H１８． ５ 
バイオ特許・リサーチツール特許  
特許侵害  

22 H１８． ６ 技術契約（Ⅰ）総論  

23 H１８． ７ 「知的財産推進計画２００６」 

24 H１８． ８ 技術契約（Ⅱ）共同研究契約・受託研究契約  

25 H１８． ９ 技術契約（Ⅲ）実施許諾契約  

26 H１８．１０ 技術契約（Ⅳ）秘密保持契約・有体物移転契約  

27 H１８．１１ 利益相反  

28 H１８．１２ 知財関連規程類の整備計画  

29 H１９． １ 産官学連携と知的財産の有効活用  
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「知財ニュース」 Q＆A 索引（項目別）  

大分類 小分類 号 年 月 標   題 

国 の 

政 策 

1 政 策 12 H17. 8 「知的財産推進計画２００５」 

2 政 策 23 H18. 7 「知的財産推進計画２００６」 

大学の 

規程類 

3 方 針 2 H16. 9 特許の大学帰属  

4 方 針 3 H16.10 職務発明  

5 規 則 案 10 H17. 6 知的財産方針案  

6 規則解説  15 H17.11 知的財産方針  

7 規 則 案 28 H18.12 知財関連規程類の整備計画  

知 的 

財 産 

8 知財一般  9 H17. 5 大学で知的財産はどう役に立つのか。 

9 特 許 8 H17. 4 発明の日記念特集「特許制度の歴史」  

10 特 許 6 H17. 2 特許とは？ 

11 特 許 7 H17. 3 特許になる発明、ならない発明  

12 特 許 13 H17. 9 特許の出願から成立まで  

13 特 許 14 H17.10 医療特許  

14 特 許 21 H18. 5 バイオ特許・リサーチツール特許  

15 特 許 21 H18. 5 特許侵害  

16 特 許 11 H17. 7 特許情報データーベース  

17 ノ ウ ハ ウ 16 H17.12 営業秘密（ノウハウ） 

18 意 匠 17 H18. 1 意匠（デザイン） 

19 商    標 18 H18. 2 商標・商号  

20 著 作 権 4 H16.11 著作権  

21 ソ フ ト 5 H17. 1 ソフトウエア（プログラム）  

22 そ の 他 20 H18. 4 各種の権利保護制度  

契 約 

23 契 約 22 H18. 6 技術契約（Ⅰ）【総論】 

24 契 約 24 H18. 8 
技術契約（Ⅱ） 

【共同研究契約・受託研究契約】 

25 契 約 25 H18．9 技術契約（Ⅲ）【実施許諾契約】  

26 契 約 26 H18.10 
技術契約（Ⅳ） 

【秘密保持契約・有体物移転契約】 

有 効 

活 用 

27 産学連携  29 H19. 1 産官学連携と知的財産の有効活用  

28 事 業 化 13 H17. 9 有限責任事業組合  

29 事 業 化 19 H18. 3 大学発ベンチャー 

30 利益相反  27 H18.11 利益相反  


