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はじめに

わが国の大学では、世界に通用する高度な研究が行われ、世界水準の成果が数多く創出

されている。その成果を国際的に活用、展開するための産学官連携は、グローバル化の進

展するなかで大学の規模の大小に関わらず、取り組まなければならない喫緊の課題である。

一方、国際産学官連携を推進するには国際法務に精通する人材の確保、海外情報の収集や

外国語による情報発信など、インフラの整備が必要である。しかし中小規模の大学にとっ

て、そのようなインフラを整備するには、多大なコストが必要で容易なことではない。そ

こで、中小規模の大学が国際産学官連携を推進するには、複数の大学が課題や情報を共有

し、単独で取り組むには困難なところを相互に補完する大学間ネットワークの構築が必要

である。

このような観点から、平成 19 年度に文部科学省の産学官連携戦略展開事業「戦略展開プ

ログラム（国際的な産学官連携活動の推進）」（現在の大学等産学官連携自立化促進プログ

ラム）」に、山梨大学と新潟大学を申請校とし、信州大学、静岡大学、電気通信大学、芝浦

工業大学を参加校として応募し、採択されたのが「国際・大学知財本部コンソーシアム」

(UCIP; University Consortium for International Intellectual Property Coordination)で

ある。当時は複数の大学が参加するコンソーシアム型の事業はほとんどなく、UCIP は先駆

的な大学間連携事業としてスタートした。

UCIP では、各大学が抱える共通的課題を共有し、機能を補完し合うため、企画立案・調

整を行う「企画連絡調整部門」の他、「国際活動支援部門」、「法務調査研究部門」、「人材養

成支援部門」、「情報収集発信部門」の 5 部門（ワーキンググループ）を設置した。また、

参加大学の持ち回りで開催する合同宿泊研修会を年 1 回実施した。この合同宿泊研修会は、

参加大学の産学官連携活動を担う職員が一堂に会し、忌憚ない意見交換によって情報を共

有し、解決策を討議する場であり、職員の相互理解が促進され、UCIP の連携を一層強固な

ものとした。UCIP 活動の主軸であるこれら 5 部門の委員は参加大学から選出され、その活

動費用はそれぞれの大学の自己負担で賄われた。

「国際活動支援部門」では、ニューメキシコ大学やニューヨーク州立大学の技術移転機

関との協力関係構築や、Morgan Lewis & Bockius LLP 等、欧米の大手法律事務所とのネ

ットワークを構築した。また、Philips や Merck などの電機関連企業や、医薬・バイオ関係

の企業とのネットワークやシーズ・ニーズ情報の交換を行った。また、山梨大学・山梨県

内企業・ニューメキシコ大学間の共同研究プロジェクトの実施や、新潟大学の治療薬特許

権ライセンスの米国製薬企業からの取得等、国際産学官連携の具体的な成果をあげた。

「法務調査研究部門」では、国際共同研究契約等を締結する際に有用な各種契約書の様

式整備、契約チェックリスト等のデータベース化や諸外国との知財・法律関連手続の支援

等を行った。また、UCIP 版安全保障輸出管理規程や、安全保障輸出管理に関する調査報告

書、外為法に対応した各種学内様式等を作成し、全国の大学における安全保障輸出管理体



制構築の支援を行った。これらの活動は、本年 3 月 1 日に芝浦工業大学で開催された「輸

出管理 DAY for ACADEMIA」に結実した。

「人材育成支援部門」では、海外特許制度・手続き、国際契約等に関するセミナーを実

施するとともに、それらの映像と資料をデジタルコンテンツ化し、e-learning として利用で

きるようにした。また、前述のように参加大学の持ち回りで合同宿泊研修会を開催し、大

学間交流を促進した。

「情報収集発信部門」では、会員大学の特許・論文・研究情報やパッケージ化した特許

をホームページで発信（日・英）した他、関係者等に対しメールマガジンを送付する等の

情報発信に努めた。また、併せて情報セキュリティポリシーに関する調査研究を行い、情

報セキュリティ体制を構築した。

UCIP の発足から 5 年目の平成 24 年度をもって文部科学省の支援が終了するにあたり、

これまでの UCIP 活動の総括と、今後の方向性について関係者間で協議が行われた。当初、

6 大学でスタートした UCIP は、11 大学が加盟する研究者総数約 1 万人、学生総数約 10 万

人から成る国際産学官連携を推進する大きなプラットフォームに成長した。このプラット

フォームに蓄積された成果を継承・維持発展させるため、当面、山梨大学、新潟大学が UCIP

運営に必要最少限の基本的な経費を負担し、信州大学、静岡大学が活動費の一部を負担す

ることで UCIP 活動の成果を見極めることとした。なお、他の 7 大学も継続参加の意向を

表明した。

この報告書には、この 5 年間における UCIP の活動を総括し、その成果を記載した。産

学官連携に携わる一人でも多くの皆さまに参考にしていただければ幸いである。

最後に、本コンソーシアムの実施にあたり、活動の機会を下さいました、文部科学省科

学技術・学術政策局産業連携・地域支援課大学技術移転推進室、UCIP 参加大学、そして、

本活動にご協力いただきました全ての方々に、心から感謝申し上げます。

国際・大学知財本部コンソーシアム理事長

山梨大学長 前田秀一郎



UCIP 活動成果報告書について

本活動成果報告書の刊行の目的は、5 年間の国際・大学知財本部コンソーシアム（UCIP）

の活動の成果を、広く社会に還元することにある。

UCIP 法務調査研究部門においては、毎月加盟大学の実務担当者が、東京の田町にある

CIC（キャンパス・イノベーション・センター）に集まり、学内で遭遇する様々な国際法務

に係る問題について、情報交換を行ってきた。そこで得られた有益情報を各委員は持ち帰

り、独自にさらなる取り組みを学内で展開することで、様々な実務ノウハウが蓄積された。

国際共同研究契約、MTA、秘密保持契約から輸出管理、ライセンス交渉ノウハウ、コン

プライアンスに至るまで、多岐にわたるテーマを検討してきた。特に国際契約と輸出管理

については、テーマが広く深いため、それぞれの問題に特化した WG を編成した。

Part1「国際産学連携への手引き」では、国際共同研究契約のチェックリストと国内外主

要大学の共同研究契約書条文一覧表、英文契約書に関する参考文献一覧、米国と英国の産

学の共同研究契約書に関する報告書等を収録した。

国際共同研究契約チェックリストは、大学の産学連携部門の担当者および企業等と実際

に研究交流をする研究者が、共同研究契約の予備交渉の段階で、契約上おさえるべきポイ

ントを事前に把握することにより、法律上のトラブルを未然に防止し、効率的かつ円滑な

契約交渉を支援するためのツールとして作成した。チェックリストだけでは相手方へ対案

を作成することが困難であるので、関連する条文例も解説を付して例示した。

このほかチェックリストの要点のみを記載した Term Sheet（タームシート）も作成した。

Term Sheet は、契約交渉を効率的に進めていくためのツールで、契約の基本事項のみが記

載されている。初期の段階で契約の合意の可能性が両者で確認されれば、詳細な条件の交

渉に入る。このレベルですでに両者の意向が大きく食い違う場合は、交渉を中断するか、

または他の契約形態を検討することができ、その後の契約検討の工数を大幅に削減できる。

このタームシートの段階であれば、大学内の知的財産部門や契約部門があまり関与するこ

となく、研究者レベルで、契約部門のアドバイスを受けながら、予備交渉を進めることも

可能である。このチェックリストとタームシートについては、Web コンテンツとして国内

の関係者に活用されており、一定の評価を受けている。

米国の NYSL のレポートについては、電気通信大学を主査として、山梨大学、静岡大学、

芝浦工業大学、埼玉大学で WG を編成し、サマリーレポートを作成した。英国の Lambert

Model については、新潟大学が主査となり、信州大学・千葉大学・新潟薬科大学・UCIP 事

務局で WG を編成し、サマリーレポートを作成した。

上記のほか、国際活動支援部門の活動報告と海外イベント出展ノウハウ（担当：新潟大

学、UCIP 事務局）を収録した。

Part2 では、安全保障輸出管理に関する報告書、関連規程、学内書式等を収録した。

輸出管理については、2010 年の輸出者等遵守基準の施行を受けて、UCIP 加盟大学におい

ても、学内の輸出管理体制への取り組みを始めた。大学には教育という使命があるので、



その性格上研究環境はオープンなものとならざるを得ず、企業等でこれまで積み上げられ

てきた様々な輸出管理業務のためのシステムやノウハウがそのまま導入できない場面が

多々ある。各大学は暗中模索し、日々の輸出管理の業務を進めてきた。

このような中、法務調査研究部門では、平成 23 年から 24 年にかけて、大学や研究機関

の輸出管理の実態を把握し、ここ数年積み上げてきた輸出管理実務のノウハウをわが国全

体で共有することを目的として、全国の大学・研究機関を対象としてアンケート調査を実

施した。このアンケート調査の作業量が膨大であったため、信州大学、静岡大学、横浜国

立大学、新潟大学および UCIP 事務局で、輸出管理に特化した WG を編成し、この WG が

中心となってデータの分析と報告書のとりまとめを行った。

このアンケートにより、実際に輸出管理を進めていくと、教育研究の現場の努力だけで

は解決しがたい問題が明らかになってきた。これらの調査結果に基づき、UCIP ではわが国

の輸出管理に関する 6 項目の提言をとりまとめ、関係機関に提出した。

この 6 項目の提言の内の一つを実現するため、平成 25 年 3 月 1 日には UCIP 加盟校であ

る芝浦工業大学の豊洲キャンパスにおいて「輸出管理 DAY for ACADEMIA」（主催：輸出

管理デー・フォー・アカデミア実行委員会、共催：UCIP・特定非営利活動法人産学連携学

会・芝浦工業大学・九州大学）を開催した。本イベントの開催にあたっては、経済産業省、

文部科学省、CISTEC 他多くの関係団体からご後援をいただいた。当日は、二百数十名の

国内産学官の輸出管理関係者が参加し活発な意見交換が行われた。

Part3 では、人材養成支援部門が開催した国際知財実務理解講座、米国特許セミナーおよ

び欧州特許セミナーで配布した資料を収録した。国際知財実務理解講座は、東京だけでな

く、地方の加盟大学にも出張し、出前講座を実施した。また、米国および欧州特許セミナ

ーは、出願から権利行使に亘るいろいろな段階をシームレスに理解できる機会をセミナー

形式で提供し、国際的産学連携、ライセンス、共同研究など技術移転を行うために必要な

実践的な人材養成を行ってきた。これらのセミナーは知的財産についての予備知識の無い

経理部門等の事務部門を対象としたセミナーから、訴訟等の権利係争に係わる高度で専門

的なレベルまでを多くの範囲をカバーしており、大学関係者だけでなく、産業界の関係者

からも高い評価を得ている。こられは、e-learning 教材として動画で作成されている。

本活動成果報告書には、それぞれデータ版を収録している。Part3 では一部セミナーの動

画を収録しているので、自主学習教材として活用されたい。



UCIP 活動の概要

１．体制構築

（１）国際産学官連携活動のためのプラットフォームの構築

①UCIP の様々な活動を行なうため、4 つの作業部門（法務調査研究部門・国際活動支援

部門・人材養成支援部門・情報収集発信部門）を設置。各大学から委員を選出し、各

部門会議や様々なイベントを通じ、同じような仕事に携わる教職員間の情報交換、課

題共有を行い、会員大学間の人的交流を促進。

②UCIP に加盟することで、国際産学官連携活動に関する様々な情報収集、課題解決、人

材養成、体制構築が可能という認識が広がり、その結果、会員大学は当初の 6 大学か

ら 11 大学（＝研究者 1 万人、学生 10 万人）に増加。

（２）山梨大学・新潟大学間の相互理解と信頼関係の構築

①山梨大学・新潟大学間は、UCIP を共同運営することで、学長・理事クラスから担当者

レベルまで随時意見交換を行い、相互理解と信頼関係を構築。

②お互いの得意分野を活かした役割分担（ex.山梨大学は米国、新潟大学は環日本海地域）

を含め、相互補完的な活動を進めた。

２．国際関係

（１）海外の大学、技術移転機関、法律事務所等とのネットワークの構築

①STC.UNM（米国ニューメキシコ大学専属の技術移転機関）と研究・開発・商業化に関

する協力覚書を締結

◇STC と協力覚書を締結し、互いの技術について情報交換を行い、相互にマーケティ

ング支援を行なった。

◇UCIP メンバーが STC.UNM（ニューメキシコ大学技術移転機関）及びニューメキシ

コ大学を訪問し意見交換を行った。また、STC.UNM 社長をはじめ、社員を日本に

招聘しUCIP主催シンポジウムでの講演でSTC.UNMの活動内容を紹介いただいた。

◇上記関係から、ニューメキシコ大学との共同研究プロジェクト等（（３）を参照）が

創出された。

②RFSUNY（The Research Foundation for The State University of New York, ニュー

ヨーク州立大学の研究支援・研究成果の商業化支援をする団体）との連携

◇UCIP 主催シンポジウムでの講演で RFSUNY の活動を紹介いただいた。その後も交

流を継続し、共同研究等を提案出来る関係を構築。

③欧米大手法律事務所との連携

◇米国 Morgan Lewis & Bockius 法律事務所、Sughrue Mion 法律事務所、Dickstein

Shapiro 法律事務所、英国 Marks & Clerk 法律事務所、独国 Vossius & Partner 法



律事務所に協力を要請し、各事務所のクライアントに UCIP 会員大学のシーズ情報

を紹介するというスキームを確立。

◇UCIP 主催のセミナー講師として、各事務所の弁護士に講演を依頼。

◇上記の他、5 つの法律事務所と連携し、UCIP 会員大学のシーズ情報を随時紹介可能

な体制を構築。

（２）グローバル企業とのネットワークの構築

①多くのグローバル企業と、随時直接コンタクトが可能

◇電機・ハイテク・機械関係

Philips 社、SIEMENS 社、Infineon Technologies 社、Lantiq 社、Synopsys 社、TSMC

社、Intel 社、㈱東芝、日本電気㈱、ローム㈱、本田技研工業㈱等

◇医薬・バイオ・ケミカル関係

Merck（MSD）社、Reckitt Benckiser 社、Astrazeneca 社、Bayel 社、Eli Lilly 社、

アステラス製薬㈱、持田製薬㈱等

上記の一部の企業に対しては、UCIP 会員大学のシーズを直接紹介し PR を行った。

②グローバル企業のニーズ情報の展開

医薬・バイオ・ケミカル関係の企業からは、ニーズ情報も寄せられており、随時会員

大学に紹介。これまで、計 10 社のニーズ情報につき計 15 回展開。

③欧米のライセンス支援会社の活用

山梨大学のシーズについて、欧米のライセンス支援会社にマーケティング調査・候補

企業の絞り込み・一次コンタクトを委託。

・米国のライセンス支援会社：3 案件について合計 32 社に対して PR

・英国のライセンス支援会社：燃料電池分野の特許について 75 社に PR

（３）海外機関との共同研究、ライセンス契約、MTA 等の締結実績

①ファイバーレーザーに関する国際共同研究プロジェクトの創出

◇山梨県内企業の日邦プレシジョン㈱から、ファイバーレーザーに関する新技術開発

のニーズがあり、レーザーの先端的研究を行なっているニューメキシコ大学に協力

を要請し、山梨大学研究者も支援の下、三者で共同研究を行なうことで合意。秘密

保持契約から本契約に至るまでの三者間の調整を UCIP が主導して行ない、契約交

渉、締結、その後のプロジェクト遂行支援に至るまで、全面的にバックアップ。

山梨大学の国際契約締結実績一覧

【共同研究契約 6 件】

締結

年度
国名 契約先 契約額 研究者名 研究題目

2006 ﾌﾗﾝｽ ARKEMA 社 －
渡 辺政廣

教授
New Fuels for Direct Fuel Cells



2007 ﾌﾗﾝｽ ARKEMA 社 5,750,000 円
渡 辺政廣

教授
New Fuels for Design

2008 韓国 三星精密化学㈱ 1,760,000 円
和 田智志

教授

ナノ BT 技術に関して粉体測定方

法に関する研究

2008 ｽｳｪｰﾃﾞﾝ
アストラゼネカ

㈱
6,600,000 円

範江林 教

授

HDL 退社及び動脈硬化における

ヒト内皮リパーゼの役割解明

2008 米国
Mead Johnson

& Company
17,235,398 円

中 尾篤人

教授

In vivo digestion, activation and

efficacy of bovine latent TGF-β2 

in a Milk-based formula matrix.

2012 米国
ﾆｭｰﾒｷｼｺ大学／

日邦ﾌﾟﾚｼｼﾞｮﾝ㈱

最高 70,440 ド

ル（日邦ﾌﾟﾚｼｼﾞ

ｮﾝからﾆｭｰﾒｷｼｺ

大学へ）

秋 津哲也

教授

Femtosecond fiber laser

frequency doubled

【受託研究契約 1 件】

締結

年度
国名 契約先 契約額 研究者名 研究題目

2008 ﾃﾞﾝﾏｰｸ
NOVO

NORDISK A/S
2,106,000 円

河野浩二

准教授

Effect of IL-21 on the

trastuzumab-mediated and

cetuximab-mediated

antibody-dependent cellular

cytotoxicity (ADCC) against

esophageal squamous cell

carcinoma (SCC)

【MTA 3 件】

締結

年度
国名 契約先 研究者名 研究題目

2011 ﾄﾞｲﾂ
MaxPlanck

Institute

宮武健治

教授

提供物： Sulfonated block poly(arylene ether

sulfone ketone)s

譲受物：Sulfonated poly(phenylene sulfone)s

2011 英国
The University of

Birmingham

宮 武 健

治・小俣

富 男 教

授

提供物： Sulfonated block poly(arylene ether

sulfone ketone)s

譲受物：Doped Sulfonated block poly(arylene

ether sulfone ketone)s

2012 中国 復旦大学上海医学院 井上克枝 免疫機能制御および B-CLL の発達における



准教授 CLEC-2 と CD74 の相互作用の役割について評価

提供物：CLEC-2 deficient mouse

【秘密保持契約 2 件】

締結

年度
国名 契約先 研究者名 研究題目

2010 台湾
National Cheng

Kung University

内田裕之

教授

チェンクン大学（台湾）より派遣された研究者が本学

で研究するうえでの知り得る情報

2012 米国

ﾆｭｰﾒｷｼｺ大学／

日邦ﾌﾟﾚｼｼﾞｮﾝ㈱／

STC.UNM

秋津哲也

教授

Jean-Claude Diels と Alexandre B. Braga によって

開発された「High Power Fiber Laser」に関して、

ライセンスや商業的利用、互いのビジネスチャンスの

可能性を評価する

新潟大学の国際契約締結実績

●CAG リピート病治療薬の特許を、米国の製薬企業 R 社に技術移転した。現在、臨

床試験の段階に入っている。これにより以下の収入が見込まれる。

医薬品開発中の契約金：＄12,500／年（平成 22 年～）

医薬品販売開始時：＄250,000

ロイヤルティ：販売額の 0.5～0.75％

●脳梗塞治療に関連する治療薬の技術を、米国ベンチャー企業 S 社に技術移転し、

研究開発が進められている。これにより以下の収入が見込まれる。

医薬品販売開始時：＄400,000

ロイヤルティ：販売額の 0.5～1.0％

（４）展示会への共同出展

これまで米国 10 回、中国 1 回、日本 6 回の展示会に UCIP としてブースを出展し、

会員大学のシーズを共同で展示してきた。この間に出展に係るノウハウ（資料・ポ

スター作製、ブース内レイアウト、来場者対応等）を蓄積した。

【2011 年以降に UCIP として出展した国内外のイベント】

日程 イベント名 場所 名刺交換 引合い※

2011/2/8-10 MD&M West 米国アナハイム 26 名 1 社

2011/2/28-3/2 AUTM 2011 Annual Meeting 米国ラスベガス 42 名 0 社

2011/3/14-17 Pittcon 2011 米国アトランタ 14 名 1 社

2011/6/27-30 2011 BIO International Convention 米国ワシントン

DC

91 名 11 社

2011/11/9-11 SAMPE JAPAN 先端材料技術展 2011 東京 75 名 9 社



2012/3/14-17 AUTM 2012 Annual Meeting 米国アナハイム 91 名 6 社

2012/6/18-21 2012 BIO International Convention 米国ボストン 155 名 10 社

※「引合い」とは、相手が UCIP の具体的なシーズに興味を持ったり、相手からニーズ情報の提供があ

ったりして、その後メール等でやりとりをした相手の数。

◇海外イベントに独自で出展することで培ったノウハウや、効果を上げるためのアド

バイス等をノウハウとして整理。

（５）パッケージ化特許情報の発信

①会員大学からライセンス可能な特許出願情報を 250 件収集し、独自に 38 分野に分類。

HP で公開し、特許情報を検索を容易にした。

②上記のうち 127 件について、応用分野、発明の課題や目的、発明の構成、発明に関する

キーワード、関連論文等について取りまとめた、各特許のサマリ一覧を作成し、HP で

公開。発明の内容を分かり易く紹介した。また、「燃料電池」「臨床検査診断（特に脳・

腎臓関係）」「電子材料」「複合材料」「イオン化質量分析」の 5 つを重点分野として絞り

込み、PR 資料を作成して、展示会や HP、企業訪問時に活用。

３．法務関係

（１）国際契約のための各種ツールの作成

①タームシート

共同研究契約書を実際に起草する前に、相手方と契約条件の骨子を交渉するためのツ

ール。日本語版・英語版、それぞれ指針・注意点とともに 20 項目の条件の選択肢を提

示。

②チェックリスト

タームシートで合意に至った後、実際に契約交渉に入る際に、より細かい条件を整理

するためのツール。

③海外・国内の主要機関の契約書雛型の URL 一覧

共同研究契約：12 ヶ所、受託研究契約：4 ヶ所、秘密保持契約：3 ヶ所、MTA：2 ヶ

所

④Lambert Toolkit1の Guidance Notes2の日本語サマリ

英国の産学官それぞれの立場の主要機関が交渉を重ね、産学官連携共同研究プロジェ

クトを始める際の合理的な考え方、標準雛形等を整備した。そのうちガイダンスノー

トについて日本語サマリを作成。

⑤NYS STLC Reports3についての分析レポート

1 英国の代表的な産・学・官のメンバーが交渉を重ね、どの立場から見てもリーズナブルなよ

うに作成した産学連携共同研究モデル契約書雛型や指針等の一式

http://www.ipo.gov.uk/lambert
2 各条文の考え方、条文の選択の仕方の説明
3 ニューヨーク州科学技術法律センターが産学間の約 40 の受託研究契約書を調査し、各条項



New York State Science & Technology Law Center（NYS STLC）が作成した、米国

の大学・企業間の受託研究契約に関する分析レポートについて、重要部分を抜粋して

紹介。

（２）契約交渉支援、契約書作成支援

①山梨大学が海外機関と契約する際、契約書案の作成、先方提示案のチェック、修正案

の作成、学内決裁用の和訳資料作成を支援（共同研究契約：1 件、MTA：3 件、NDA：

3 件、出願契約：1 件、MOU：2 件）。

②新潟大学では、海外研究機関との共同研究契約及び MTA について、書式例となるべき

事例について専門弁護士の指導を得ながら契約書内容のチェック、交渉、締結までを

UCIP 活動として実施。

③その他、他大学からの相談に随時アドバイス。

（３）安全保障輸出管理体制構築支援

①主要大学の規程を比較研究し、UCIP 版安全保障輸出管理規程を策定。同規程と、経済

産業省ガイダンス及び CISTEC CP モデルとの対比表を作成

②外為法に対応した各種学内様式の提案（発明届出書等、4 種類）

③全国の大学・研究機関にアンケートを実施（256 機関中 106 機関から回答あり）し、

実体・課題を調査。

④上記アンケート分析結果も踏まえ、「大学・研究機関を対象とした安全保障輸出管理に

関する調査報告書」を作成。

（４）安全保障輸出管理情報交換会および外為 NET における情報・意見交換

①HP 上で、会員限定の安全保障輸出管理に関する掲示板「外為 NET」を開設・運営。

現在会員数は 40 名（UCIP 会員大学以外の大学や、企業、研究機関、公的機関等所属

の者が個人ベースで入会）、発言数 220 以上。

②2010 年 12 月 21 日「輸出管理体制に関する情報交換会」開催。18 機関から 30 名が参

加（UCIP 会員大学、外為 NET 会員、過去の UCIP セミナー参加者が主な対象）。

③2012 年 5 月 15 日「安全保障輸出管理に関する情報交換会」開催。49 機関から 84 名

が参加。

（５）大学としての意見・要望を集約し、関係省庁への政策提言、および同提言内容の１

つである輸出管理デー「輸出管理 DAY for ACADEMIA」を開催

①上記（３）のアンケートや情報交換会で収集した意見等を踏まえ、大学としての意見・

要望を集約し、経済産業省や文部科学省を含む関係省庁に向けて、現行制度に対する

提言を発表。

②大学や研究機関だけでなく、関係政府機関、産業界の輸出管理関係者が年に一回一堂

について最も一般的な規定や大学間で大きく異なる内容をまとめたもの。

http://nysstlc.syr.edu/NYSSTLC_Reports/State_IP_Policies_Conference/State_IP_Policies.as
px



に会する「日本版輸出管理デー」の創設を目指し、「輸出管理 DAY for ACADEMIA」

を開催。

４．人材関係

（１）セミナー開催による大学教職員の人材育成

【UCIP 主催セミナー】

開催日時 セミナー名称 対象

2008/10/27

-30

米国特許セミナー（基礎編） 会員限定

2009 年秋 国際知財実務理解講座

CIC 東京・新潟大学・山梨大学・静岡大学にて出前講習

会員限定

2009/2/24 大学における安全保障貿易管理セミナー 一般公開

2009/3/13 国際共同研究契約実務セミナー 一般公開

2009/5/11 米国特許レクチャー 会員限定

2009/7/17 インド・タイ・ベトナムの現状と知的財産動向セミナー 一般公開

2009/10/6-7 米国特許セミナー 一般公開

2009/10/19 欧州特許講演会 一般公開

2010 年秋 国際知財実務理解講座

CIC 東京・新潟大学・横浜国立大学にて出前講習

会員限定

2009/12/24 iPS 細胞に関する知財の取扱いについて 会員限定

2010/1/21 国際技術勉強会 会員限定

2010/3/10 大学における安全保障貿易管理セミナー～外為法改正への大学とし

ての対応～

一般公開

2010/3/29 知財戦略シンポジウム 一般公開

2010/6/21 著作権制度の概要セミナー 一般公開

2010/8/20 パテントマップ講習会 会員限定

2010/11/25 欧州特許セミナー＆ソフトウェア著作権と実践セミナー 一般公開

2011/1/20 米国特許セミナー

～米国特許制度の最近の動向と戦略的実践～

一般公開

2011/10/12 特許実務研修会（e-learning コンテンツの集合学習） 会員限定

2011/3/28 国際共同研究契約および輸出管理体制に関するセミナー 一般公開

2011 年秋 国際知財実務理解講座

CIC 東京・新潟大学にて出前講習

会員限定

2011/11/15 米国特許セミナー

～米国特許法改正を中心とする最近の動向と戦略～

一般公開



2012/2/27 国際産学官連携シンポジウム

～実践的な国際産学官連携のアプローチのために～

一般公開

2012/11/12 米国特許セミナー

～米国特許法改正と係争処理・証拠開示手続～

一般公開

2012 年秋～

冬

国際知財実務理解講座

CIC 東京・新潟大学・埼玉大学・信州大学にて出前講習

会員限定

2012/11/29 ソフトウェア著作権研修会 一般公開

2013/3/13 国際産学官連携シンポジウム

～イノベーションのグローバルな創出と連携を目指して～

一般公開

（２）e-learning コンテンツの整備による人材育成

上記（１）のセミナーのうち、米国特許セミナーを中心に映像をコンテンツ化（英語

字幕付）し、e-learning 教材を作成。講演資料とともに HP に掲載（映像な会員限定公開）。

また、一部、日本語によるサマリを作成し、一目で講習内容の概要が分かるようにした。

（３）人材養成カリキュラム表の作成によるキャリアパスの提案

教職員の知財理解度に応じてレベル分けし、各者がどのセミナーを受けて、レベルア

ップして行けば良いかを、人材養成カリキュラム表としてまとめ、HP に掲載した（会員

限定公開）。UCIP 主催セミナーの他、発明協会、JST、特許庁、INPIT のセミナー情報

ページへもリンク。

（４）合同研修会の開催による人材育成・大学間交流の促進

会員大学の産学官連携担当者の資質の向上と相互連携目的として、外部講師による講

演や参加者による課題討議、情報交換等を行なう、合同研修会を年 1 回程度開催。

 2010 年 8 月＠山梨県清里 参加者 54 名

 2011 年 4 月＠静岡県浜松 参加者 51 名

 2011 年 11 月＠新潟県越後湯沢 参加者 35 名

 2012 年 11 月＠長野県塩尻 参加者 60 名

５．情報関係

（１）HP、メルマガでの情報発信

①会員大学の特許・論文・研究情報を HP に登録。

②登録した技術情報の日本語・英語での検索機能を整備。

③その他、各大学の一押し技術情報、パッケージ化特許情報、各種契約ツール、輸出管

理関係、イベント情報等、有益情報を日本語・英語で掲載し、随時更新。

④イベント等での名刺交換者やセミナー参加者に定期的にメルマガを配信し、会員大学

の技術情報やイベント情報、UCIP 活動状況を発信（現在、日本語会員約 560 名、英

語会員約 350 名）。



（２）情報セキュリティ体制の構築

①情報セキュリティポリシーの策定。情報セキュリティ委員会の設置。情報セキュリテ

ィ監査の実施。

②e-learning コンテンツに対する著作権保護システムの導入。

以上
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１．UCIP 版国際共同研究契約チェックリストの解説

UCIP 版国際共同研究契約チェックリストは、大学の産学連携部門の担当者および企業等

と実際に研究交流を行う研究者が、共同研究契約の予備交渉の段階で、契約上おさえるべ

きポイントを事前に把握することにより、法律上のトラブルを未然に防止し、効率的かつ

円滑な契約交渉を支援するためのツールとして作成した。国際共同研究契約タームシート

及びチェックリストと共に活用されたい。

※本解説資料は、平成 23 年 3 月 28 日に開催した「国際共同研究契約および輸出管理体

制に関するセミナー」で発表した資料に一部修正を加えたものです
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２．国際共同研究契約事前交渉ツール

海外機関と実際に契約交渉する際の各種支援ツールを紹介する。
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はじめに

１．効率的な契約交渉のために

海外の企業・研究機関・大学等と共同研究契約を締結する際、数多くあるポイントを全

て頭の中で網羅し、詰めていくことは容易ではありません。そこで、契約書を実際に起草

する前に契約条件の骨子を交渉するためのタームシート、及び契約書作成時に契約条件の

ポイントを整理し詰めていくためのチェックリストを作成しました。これらを活用するこ

とで、より効率的な契約交渉が行えることを期待しています。

２．タームシートの利用

契約交渉の際、初めから契約書のドラフトをベースに進めることも多いですが、要部と

細部の議論が錯綜し、かえって時間がかかることがあります。タームシートを利用すると、

双方の契約当事者が共同研究契約の全体像を契約交渉の当初より把握できますので、契約

交渉の工数削減、迅速化が期待できます。タームシートは、“Discussion Purpose Only”

と記載し、法的拘束力を持たせないことが通例です。

３．チェックリストの利用

タームシートで合意に至った後、実際に契約交渉に入る際に、より細かい条件を整理す

るためチェックリストを利用します。自大学で契約書を起草する場合には、チェックリス

トで希望する条件を整理してから起草することができ、相手側が契約書を起草した場合に

は、チェックリストに沿って条文に抜けがないか、自大学にとって不利な条件となってい

ないか、等をチェックすることができます。UCIP では、3 種類のチェックリストを作成し

ていますので目的に合わせてご利用ください。

① UCIP チェックシート：チェックリストの「節」、「No」、「大項目」、「中項目」などの

エッセンスをまとめたもの

② UCIP チェックリスト全体：上記のチェックシートにチェック項目・留意点等を追加

③ UCIP チェックリスト詳細版：「UCIP チェックリスト全体」の各節を独立させ、スタ

ンフォード大学、マサチューセッツ工科大学、電気通信大学の英文雛形例等も掲載し

た詳細版です。
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※本シートは契約書案起草前の契約条件骨子の交渉に使用します。法的拘束力はありません。
番号 項目 条件 留意点

1 当事者（名前・住所）
甲（自大学）：
乙（相手機関）：

2 連絡窓口

甲：
名前（ ） 部署（ ）
肩書（ ） E-mail（ ）
TEL（ ） FAX （ ）

乙：
名前（ ） 部署（ ）
肩書（ ） E-mail（ ）
TEL （ ） FAX（ ）

3 研究テーマ・目的
研究テーマ：
研究目的 ： □学術研究 □実用化検証 □その他

4 研究分担
甲： □後日協議
乙：

実用化の際の役割も話し合っておくと
よい。

5 研究場所
甲：
乙：

6 研究担当者
甲：
乙：

7 研究期間 年 月 日～ 年 月 日

8
研究費
（直接経費・間接経費）

円
（うち直接経費： 円 □後日協議

間接経費： 円）

9 研究費の支払い方法 □一括払い □分割払い（ 回）

10
研究施設・装置・資材・試料
の提供

甲→乙：
乙→甲：

11 研究者の受け入れ
甲→乙：
乙→甲：

12 相互の報告・連絡
頻度： □一定期間毎に報告 （期間： ）
頻度： □研究終了後に報告 □後日協議
内容： □研究の進捗のみ □研究結果 □後日協議

13 研究成果の帰属

特許 ： □発明者主義 □原則共有 □後日協議
ノウハウ： □発明者主義 □原則共有 □後日協議

発明者主義が最もリーズナブルだ
が、全ての発明を「原則共有」とした
方がバランスが取れるような場合も
ある。

14 特許費用負担

単独発明： □所有者全額負担 □折半
単独発明： □全額乙負担 □後日協議
共同発明： □自分に応じて負担 □折半
共同発明： □全額乙負担 □後日協議

実施等について乙に有利な条件がな
ければ、「持分に応じて負担」が妥当
である。

15
研究成果を乙が実施するた
めの条件

実施料 ： □要 □否 □後日協議
特許費用： □全額乙負担 □項番14に従う □後日協議
留保期間： □（ ）から（ ）年間
留保期間： □無期限 □後日協議

・業界によっては、共同発明について
実施料を支払うのは抵抗がある場合
がある。
・乙が独占実施するなら、特許費用
は全額乙負担とすべきである。

16
研究成果を甲が第三者へ実
施許諾できる条件

□乙が（ ）から（ ）年間実施又は実施に向けた努力をして
いない場合可能

□乙が独占実施中でなければ無条件に可能
□乙の同意が得られれば可能 □後日協議

少なくとも、大学の財産が何年間も使
われずに放置されるという状況は避
けること。

17 研究成果の公表
□相手方への事前通知 □相手方の事前承認
□後日協議

18 秘密保持対象
□「Confidential」と記載された書面に限定
□口頭による情報も含む □後日協議

※共同研究契約交渉前に秘密保持
契約を締結しておくことが安全であ

19 安全保障輸出管理
外為法の規制対象となる恐れ ： □有 □無
懸念国に物資を輸出する可能性： □有 □無

20 紛争処理
方法： □訴訟 □仲裁 □調停 □後日協議
場所： □甲国内 □乙国内 □被告国
場所： □第三国 □後日協議

国際共同研究契約 タームシート

甲確認サイン欄 日付 ※黄色いセルは、特に重要なポイント
です。
※必要に応じて、「研究成果の非保
証」という項目を入れてもよいでしょ
う。
※その他、各大学の方針や個々の案
件の性質に合わせて項目を適宜精
査・抽出を行って下さい。

乙確認サイン欄 日付

For Discussion Purpose Only

̶ 14 ̶



No Item Terms and Conditions

1 Parties
University：Name( ) Address( )
Collaborator：Name( ) Address( )

2 Contact Person

University：
Name（ ） Department（ ）
Title（ ） E-mail（ ）
TEL（ ） FAX（ ）

Collaborator：
Name（ ） Department（ ）
Title（ ） E-mail（ ）
TEL（ ） FAX（ ）

3
Research
Theme/Objective

Research Theme：
Research Objective： □Academic Research □Practical Verification □Other

4
Role Sharing of Research
Duties

University： □Later Discussion
Collaborator：

5
Place for Performance of
Research

University：
Collaborator：

6 Researchers
University：
Collaborator：

7
Period of Performance of
Research

D/M/Y ～ D/M/Y

8
Research Cost
（Direct Cost/Indirect
Cost）

Yen
（Breakdown Direct Cost： Yen □Later Discussion

Indirect Cost： Yen）

9 Payment □Lump-sum Payment □Installment（ Times）

10
Provision of Facilities,
Equipment, and Research
Materials

University→Collaborator：
Collaborator→University：

11 Dispatch of Researchers
University→Collaborator：
Collaborator→University：

12 Report
Frequency： □Periodically（Every ） □After Termination of Research □Later Discussion
Content ： □Progress Report only □Include Research Results □Later Discussion

13 Ownership of Technology
Patent ： □Follows Inventorship □Share Equally □Later Discussion
Know-how： □Follows Inventorship □Share Equally □Later Discussion

14 Patent Cost
Sole Invention： □Owner's Expense □50-50basis □Collaborator's Expense □Later Discussion
Joint Invention： □Ownership basis □50-50basis □Collaborator's Expense □Later Discussion

15
Conditions for
Collaborator to execute
research results

License Fee： □Necessary □Not Necessary □Later Discussion
Patent Cost： □Collaborator's Expense □Follows No.14
Period of First Refusal Right： □( ) years from（ ) □Unlimited □Later Discussion

16
Conditions for University
to license research
results to a third party

□Whenever Collaborator has not executed or made an effort to execute the research result for （ ）
years.
□Whenever Collaborator does not execute the research result exclusively.
□Whenever Collaborator gives a prior consent. □Later Discussion

17 Publication
□Prior Notice to the Other Party □Later Discussion
□Prior Approval of the Other Party

18 Confidential Information
□Only Written Documents Marked "Confidential"
□Include Oral Information Designated as Confidential □Later Discussion

19 Export Control
It may be a subject of export control： □Yes □No
Research materials or equipments may be exported to a state of concern： □Yes □No

20 Dispute Resolution

Category： □Litigation □Arbitration □Reconciliation □Later Discussion
Venue： □Country of University □Country of Collaborator □Country of Defendant

□Other Country □Later Discussion
a

Term Sheet for Collaborative Research Agreement

University Signature Name: By: Date:

Collaborator Signature Name: By: Date:

For Discussion Purpose
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1 契約書名
2 契約者
3 研究テーマ・研究内容
4 研究役割
5 担当研究者
6 研究場所
7 契約期間・研究期間
8 研究費
9 支払い期日

10 支払い方法
11 両者の経理窓口
12 余った研究費の取り扱い
13 契約に基づく税金の取り扱い
14 研究資材の提供
15 研究施設の利用
16 外部委託
17 研究費で購入した資材の帰属
18 発明の報告
19 研究成果の帰属
20 共著の著作物の取り扱い
21 大学単独の著作物の取り扱い

22
共同研究成果として生まれた有体物
の取り扱い

23 ノウハウの取り扱い
24 職務発明の取り扱い
25 大学単独発明の特許出願
26 共同発明の特許出願
27 特許権等の費用負担

28
大学単独発明の相手方によるライセン
ス

29 ライセンス契約締結の際の契約内容
30 共同発明のライセンス
31 海外での実施の条件
32 著作物のライセンス
33 ライセンス希望提出期限
34 第三者への実施許諾
35 研究目的の実施許諾権の留保
36 秘密保持
37 公表原稿の事前チェック
38 公表原稿内の謝辞
39 相手方への最終レポート
40 相手方の名前の使用
41 連絡通知先

第9節 42 中止等 期間延長・一時中断・研究中止
43 臨床試験の取り扱い
44 大学の教育・研究目的への配慮
45 成果の非保証
46 類似研究参加の自由
47 安全保障貿易管理
48 免責・補償
49 不可抗力
50 紛争解決
51 存続条項
52 契約の譲渡
53 契約可分性
54 権利の不放棄
55 契約者の独立性
56 順法
57 準拠法
58 完全合意
59 契約書の改訂
60 契約書正本
61 署名欄

【UCIP】国際共同研究契約チェックシート

研究成果
実施

秘密保持
・公表

両者間
やり取り

大学として
の立場の

確保

第6節

第7節

第8節

第10節

一般条項

中項目大項目

基本情報

支払い

研究準備

研究成果
取り扱い

特許出願

第11節

No節

第1節

第2節

第3節

第4節

第5節
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1 契約書名
2 契約者
3 研究テーマ・研究内容
4 研究役割
5 担当研究者
6 研究場所
7 契約期間・研究期間

8 研究費

(１) 支払い額
□ 一時金 □ 実費支払い □ 総額折半 □ その他

(２) 研究費
□ 直接費のみ □ 間接費も含む

(３) 設備の搬入、据付、梱包費用
□ 搬入費用 □ 据付費用 □ 梱包費用

(４) 保険の付保
□ 加入する □ 加入しない

［留意点］
■ 研究機器等を輸送する場合、荷造
り費、関税、輸送費、保険料について
も取り決めておく。

9 支払い期日

(１) 支払い期日
□ 支払時期 □ 支払期間

(２) 支払い延滞金

10 支払い方法

(１) 決済通貨
□ 円 □ 米ドル □ ユーロ □ その他

(２) 為替レートの換算

(３) 送金手数料
□ 相手方負担 □ 大学負担 □ その他

［留意点］
■ 国内で研究費用が発生する場合
は、決済通貨を円にしておくと為替の
変動の影響を受けない。

［留意点］
■ 近年、為替レートが大きく変化して
おり、為替レートの適用について詳細
な取り決めが特に重要になってきてい
る。
■ 研究費用発生通貨と支払い通貨
が異なる場合、どの銀行の、いつの
（売りor買い）為替レートで通貨を交換
するか決めておく。

［留意点］
■ 税金、送金手数料と実際の受け取
り額との関係もあらかじめ明確にして
おく。

11 両者の経理窓口 (１) 両者の経理窓口

12 余った研究費の取り扱い (１) 余った研究費の取り扱い

13 契約に基づく税金の取り扱い

(１) 税
□ 相手方負担 □ 大学負担 □ 双方自国分負担 ［留意点］

■ 税込みで支払う場合、納税証明書
（certificate on tax payment）の提供を
義務づける。
■ 租税条約（二重課税防止のための
条約）に契約当事者の国の加盟の有
無も調査しておく。

14 研究資材の提供
15 研究施設の利用
16 外部委託
17 研究費で購入した資材の帰属
18 発明の報告
19 研究成果の帰属
20 共著の著作物の取り扱い
21 大学単独の著作物の取り扱い

22
共同研究成果として生まれた有体物
の取り扱い

23 ノウハウの取り扱い
24 職務発明の取り扱い
25 大学単独発明の特許出願
26 共同発明の特許出願

27 特許権等の費用負担

28
大学単独発明の相手方によるライセン
ス

29 ライセンス契約締結の際の契約内容
30 共同発明のライセンス
31 海外での実施の条件
32 著作物のライセンス
33 ライセンス希望提出期限
34 第三者への実施許諾
35 研究目的の実施許諾権の留保

第1節

第2節

第3節

第4節

第5節

研究成果
取り扱い

第6節

大項目

基本情報

支払い

研究準備

中項目

特許出願

研究成果
実施

チェック項目

［その他留意点］
■ タームシートを使い契約交渉を進める
が、タームシートには契約の細部の条件の
記載がないので、契約書を作成する際には
チェックリストを使用し条件を詰めていく。

■ 研究内容が変更された場合の対価につ
いての合意手順を決めておく。

■ 研究費実費支払い、又は総費用折半等
で合意した場合、実際に研究が進んでくる
と費用処理の問題が発生する。共同研究そ
のものは、両当事者の研究者同士でファ
ジーな環境で進められるが、最終的には、
両当事者の経理担当者間で費用精算する
ことになる。経理処理は、国毎に、税法も異
なり、大学毎にルールも異なるので、可能
な限り、詳しく規定しておいた方がよい。国
際共同研究契約の費用処理の詳細につい
ては、中島憲三「共同研究・開発の契約と
実務｝民事法研究会、1999年参照。

【UCIP】国際共同研究契約チェックリスト 全体

留意点
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(１) 秘密情報の特定方法
□ 書面で秘密（Confidential）と明記された情報に限る
□ 口頭で開示された情報のうち、後に書面で秘密と特定さ
れた情報も含む

［その他留意点］
■ 秘密情報の提供や受領、研究結果の公
表等については、研究者が直接先方とやり
取りする場合が多い事項なので、契約締結
前に研究者とよく相談の上自大学の方針を
決定すること。

(２) 秘密保持対象外となる情報
□ 開示を受けた際、既に自己が保有していたことを証明で
きる情報
□ 開示を受けた際、既に公知となっている情報
□ 開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情
報
□ 秘密保持義務を負わない第三者から適法に取得したこと
を証明できる情報
□ 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
得したことを証明できる情報
□ 書面により事前に相手方の同意を得た情報

(３) 秘密保持期間
□ 契約有効期間内
□ 契約終了後（ ）年間
□ 研究終了後（ ）年間
□ 秘密情報受領後（ ）年間
□ 期間の定めなし（公知となるまで）
□ 協議により延長もしくは短縮可能

［留意点］
■ 秘密保持期間は、研究終了後３～
５年間が通例である（文部科学省目
安）。

(４) 秘密保持義務終了時の秘密情報の取扱い
□ 相手方の要求に従い廃棄もしくは返却する

［留意点］
■ 秘密保持期間後も、秘密保持義務
履行のため控えとしてコピー１部のみ
保管できる、という条文が入ることが
あるので注意。

(５) その他
□ 秘密情報の本共同研究以外の目的での使用を禁止する
□ 秘密情報を取り扱える者：本共同研究を実施するに当た
り秘密情報を取り扱う必要があり、かつ契約に定める秘密
保持義務を負う者
（例）・ 関係する従業員、学生
   役員、雇用主
   子会社もしくは親会社の関係者
   弁護士、コンサルタント
   請負業者
□ 法令や裁判所の命令に従って開示しなければならない
場合、開示範囲を最小限に留めるべく両者で協力する

(１) 大学は研究結果を自由に公表できるが、投稿の（ ）日
前に相手方に原稿のコピーを送る。相手方はそこで、秘密
情報が含まれていないか、特許性のある内容がないか、著
作権は保護されているか等を確認する

(２) 上記確認結果について、原稿受領後（ ）日以内に回答
する

［留意点］
■ 研究成果の投稿の事前チェックに
ついて、投稿の３０日前までに原稿を
相手方に送るのが通例である。

38 公表原稿内の謝辞

公表原稿内の謝辞
(１) 両者の共著とするか、相手方に対する謝辞を載せるか
等、研究結果公表の形式について両者で事前に協議する

39 相手方への最終レポート
40 相手方の名前の使用
41 連絡通知先

(１) 研究の続行が困難となった場合
□ 研究の中止
研究費を返還 □する □しない
□ 期間の延長
□ 研究続行困難な事由が解消されない場合、契約を解除
□ 担当者を変更して続行

［留意点］
■ 研究の続行が困難となった際、文
書により相手方に通知する。
■ 共同研究を行う義務の履行遅延又
は履行不能について責を負わない旨
を明記する。
■ 延長、担当者の変更により研究費
が不足した場合の請求の可否を決め
ておく。

(２) 早期終了
□ (60)日前までに文書によって通知する。
□ 終了までにかかったコストは大学へ支払う。（不要となっ
た研究費を返還する。）
□ 本契約に基づき雇用された研究員等への対価の支払い
には、研究終了後●●まで責任を有する。

［留意点］
■ 日本の大学（例：電通大、信州大、
東大、名大）にこの条項はない。

(３) 契約解除
□ 共同研究者が研究費を支払期限までに支払わないとき
□ 本契約に違反し、30日間以上の期間を定めてその履行
を催告するも、その期間内に履行されない場合
□ 破産の申し立てがあったとき
□ 解散の決議をしたとき

(４) 受け入れ設備の返還
□ 共同研究が終了したときは、大学は共同研究者から受け
入れた設備を、研究の終了又は中止の時点の状態で共同
研究者に返還する。

［留意点］
■ どちらが費用を負担するか決めて
おく。

第7節

第8節

第9節 中止等

36

37

42

秘密保持

公表原稿の事前チェック

期間延長・一時中断・研究中止

秘密保持
・公表

両者間
やり取り
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(５) 変更
□ 必要に応じて研究費を追加請求できる。
□ 定額契約を締結した場合
□ 研究目的に合致していれば支払われた研究費内で使途
の変更が可能
□ 目的が達成された場合、余った研究費の返還は不要

43 臨床試験の取り扱い
(１) 大学の教育・研究目的を契約書で明文化
□ 明文化する □ 明文化しない

［留意点］
■ 「大学の教育・研究目的」を契約書
で明文化している大学(Ref. SF,UEC)
と、していない大学とで分かれてい
る。

(２) 研究成果の公開・公表
□ “自由性”を明文化する
□ “合理的な協力Reasonable cooperation”得ることの明文
化（Ref.SF,UEC）
□ 双方が協力することを明記する
□ 共同研究期間終了後の“一定期間後”など期間を明文化
（Ref.東大、東工大）
□ 共同研究の相手先に文書などで確認することを明文化
（Ref.東大）
□ その通知期間の明文化（Ref.東大、東工大）
□ 米国特許出願の検討期間を明文化（Ref.MIT）

［留意点］
■ 研究成果の公開・公表に関して共
同研究期間との関係、書類通知の時
期など期間、条件などの詳細を規定し
ている大学もある(Ref.東大、東工大)。
■ 特許出願に係る所定検討期間の
設定の明記をすべきか注意する
（Ref.MIT ＆某企業）
企業との契約例：Publication. Should

Y-University Personnel desire to
publish a paper that will disclose
research performed pursuant to the
Project Specification, the Y-Univ.
Personnel will deliver a copy of the
paper to X-Corp. at the time that the
paper is submitted for publication. X-
Corp. will then have thirty (30) days to
review the paper for the limited
purpose of determining whether it
discloses patentable IP that is jointly
owned by X-Corp. and Y-Univ.
■ 公開の“自由性”の明文化に関し
て、合理的な協力は双方がすることを
明記する。
懸賞応募（アイディア募集研究など）

では、応募者（大学）のみに協力が課
されていることもあり注意する。

45 成果の非保証
(１) 共同研究の成果の非保証の明文化
□ 非保証（否認）を明文化する □ 明文化しない

46 類似研究参加の自由

類似研究参加の自由
(１) 類似研究参加に係る明文化
□ 参加自由を明文化する（Ref.SF,UEC） □ 明文化しな
い
□ 第三者間との共同研究であっても参加自由の明文化す
る（Ref.UEC）
□ 企業寄りになっていないか □ 企業寄りともいえない

［留意点］
■ “類似研究参加自由”に関して、特
に、企業寄りになっていないか（大学
に不利は無いか）を注意する。

47 安全保障貿易管理

安全保障貿易管理
(１) 安全保障貿易管理の明文化
□ 明文化する □ 明文化しない
□ 日本の管理法の確認 □ 研究者の所在国の管理法
の確認
□ 研究テーマと禁止製品の関係の確認 □ 相互に確認
□ 自国の確認
□ テーマによる「輸出許可書」の取得について規定の明文
化（Ref.UEC）

［留意点］
■ “安全保障貿易管理”の明文化に
あっては、該非判定の管理者（アドバ
イザーなど）が確保されているか等に
注意する。

48 免責・補償

免責・補償・賠償責任
(１) 免責・補償・賠償責の明文化
□ 知財の有効性、対象範囲、被侵害などの非保証を明文
化する □ 明文化しない
□ 間接的な損害 □ 派生的な損害、などに係り非保証を
明文化する □ 明文化しない
□ 商品の適格性、適合性、などの非保証を明文化する
□明文化しない
□ 学生などの研究協力者に係る事項の明文化する
□明文化しない
□ データ・試料の逸失、器具の破損などを具体的に明文化
する □明文化しない
□ 契約期間満了後・早期解除時の非責任の明文化する
□明文化しない
□ 故意 □ 過失・不可抗力のすみ分け、を明文化する
□特にしない
□ “不可抗力”（Force Majeure）に係る規程の有無
□別項で規定
□ Indemnification.条項で、保険のカバー額を超える非補償
を明文化する □明文化しない

（Ref.SF）

［留意点］
■ 「免責・補償・賠償責任」に関して
は、海外との共同研究を行うときには
損害賠償を負うリスクが多くあり特に
注意を要する。

・非責任条項（Indemnification）に
係る条項などを設けるべきである。
・特に“不可抗力”（Force Majeure）に
係る規定、保険に係る条項などを設
けるべきである。

49 不可抗力
50 紛争解決
51 存続条項
52 契約の譲渡
53 契約可分性
54 権利の不放棄
55 契約者の独立性
56 順法
57 準拠法
58 完全合意
59 契約書の改訂
60 契約書正本
61 署名欄

第10節

第11節

大学として
の立場の
確保

44

一般条項

大学の教育・研究目的への配慮
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UCIP 国際共同研究契約チェックリスト詳細版

１. 契約書名

□ Collaborative Research Agreement（共同研究契約）(UEC, UT)

□ その他

２. 契約者

□ 相手方

□ 法人

□ 個人、その他

□ 主たる事業所の所在地（UEC 前文, MIT 前文）

□ 設立準拠法（UEC 前文）

３. 研究テーマ・研究内容

□ 研究テーマ (SF 前文, UEC 2.1(a), UT Agreement Particulars 3)

□ 研究内容 (MIT 1, Attachment A, SF 1.1, Exhibit A, UEC 1.1, 2.1(b), Exhibit A, UT Agreement

Particulars 5, Attachment)

４. 研究分担（Role）

□ 大学側の研究分担(UEC 2.1(c), Schedule I, Exhibit, UT Agreement Particulars 6)

□ 相手方の研究分担(UEC 2.1(c), Schedule I, Exhibit, UT Agreement Particulars 6)

５. 担当研究者

□ 主たる研究者 (SF 前文, MIT 2, UEC 2.1(c), Schedule I, UT Agreement Particulars 6, 本文 4）

□ 主たる研究者以外の研究者 (UEC 2.3., Schedule I, UT5.1 , Agreement Particulars 6)

□ 企業等共同研究員（大学へ受入れる研究担当者）(UEC 2.3, Schedule I, UT4.2, Agreement Particulars

6 の下)

□ リサーチコーディネータ(UT Agreement Particulars 6)

６. 研究場所

□ 各当事者の施設で実施（UEC 2.1(d), Schedule IV）

□ 相手方の研究者を大学へ受入れ、大学の施設で実施

□ 研究場所の記載なし

７. 契約期間・研究期間

□ 契約期間（SF 4, UEC 9.1, UT 30.1）

□ 研究期間（MIT 3, UEC 2.2, UT Agreement Particulars 9, 本文 3）

８. 研究費

（１）支払い額

□ 一時金 □ 実費支払い □ 総額折半 □ その他

（２）研究費

□ 直接費のみ □ 間接費も含む

（３）設備の搬入、据付、梱包費用

□ 搬入費用 □ 据付費用 □ 梱包費用

（４）保険の付保

□ 加入する □ 加入しない

９. 支払い期日

（１）支払い期日

□ 支払時期 □ 支払期間
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（２）支払い延滞金

１０. 支払い方法

（１）決済通貨

□ 円 □ 米ドル □ ユーロ □ その他

（２）為替レートの換算

（３）送金手数料

□ 相手方負担 □ 大学負担 □ その他

１１. 両者の経理窓口（SF6）

１２. 余った研究費の取り扱い

１３. 契約に基づく税金の取り扱い

（１）税

□ 相手方負担 □ 大学負担 □ 双方自国分負担

１４. 研究資材

□ 共同研究の当事者で提供される研究資材 (UEC2.1(e))

□ 提供者と研究資材の種類・内容を別表に一覧で明記(UEC Schedule V Research Materials)

□ 研究当事者以外から提供される研究資材 (SF15, 16)

□ 別表に一覧として明記

□ 研究資材の取扱い (UEC2.8)

□ 本契約の研究にのみに使用

□ 原則「秘密情報」としての取扱い

□ その他

１５. 研究施設

（１）研究施設の提供者 (UEC2.3.2)

□ 研究施設の設備とその準備 (UEC2.3.2, 2.7.1)

□ 研究施設の提供

□ 研究施設に持ち込まれる設備

□ 研究施設へ入る担当研究者の義務

□ 指示、規則、規制に従う措置

□ その施設での事故・災害時の処理・調査への協力義務

□ 研究設備・施設の明細一覧(UEC Schedule Ⅳ Equipment and Facilities Provided for Research)

□ 研究設備の運搬・設置費用の負担 (UEC2.7.1)

□ 設備（機器等）の受入側（研究設備側）

□ 設備（機器等）の提供者側

□ 研究施設へ持ち込まれる設備の管理義務 (UEC2.7.2)

（２）共同研究の終了・中止時の扱い

□ 研究のために提供される設備・施設の返却 (UEC9.4)

□ 提供者へ返却

□ 関連する規定なし

１６. 外部委託 (UEC2.5)

□ 外部委託の可否

□ 不可

□ 許可／例外的に許可
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□ 例外的に許可する場合の条件

□ 外部への研究委託を依頼する者

□ 外部委託を行う研究範囲

□ 共同研究先への通知の要否

１７. 研究費で新規に購入した資材の帰属

□ 大学の所有 (SF8)

□ その他の所有

□ 関連する規定なし

１８. 発明の報告

□ 発明の届出（UEC6.1，UT13，15.2，SF9.2）

□ それぞれが、相手方に対して、発明が生じた場合速やかに報告する。

□ それぞれの単独発明に関して、他方の当事者は権利主張してはいけない。

□ 開示（技術の開示；SF 9.2, 発明の開示；MIT 10.A, 11.A）

□ OTL/TLO が開示を受けた後、Sponsor に開示する。

□ 単独保有の技術／発明を開示する。 (SF 9.2, MIT 11.A)

□ 共同発明を開示する。 (MIT 10.A)

１９. 研究成果の帰属

（１）発明の帰属

□ 各当事者単独発明（UEC, MIT）、技術（SF）

□ 各機関に所属する研究者が単独で成した発明（各々が所有する設備を用いて成した発明、

開発した技術）(SF 9.1, UEC 6.2.(a), MIT 9., 11.A(i))

□ Sponsor に所属する研究者が、本研究以外で大学の資金や設備を用いて行った発明は

大学に帰属 (MIT 11.A(ii))

□ 共同発明

□ 各機関に所属する研究者が共同で成した発明、開発した技術(SF 9.1, UEC 6.2.(b), MIT

10.A(i))

□ Sponsor に所属する研究者が、本研究中に大学の資金や設備を用いて行った発明は共

同発明(MIT 10.A(ii))

（２）著作権の帰属

□ 各当事者単独の著作権

□ 各機関に所属する研究者が単独で創出した著作物の著作権（MIT 9, 11.E）

□ 共有する著作物

□ 本研究中に各機関に所属する研究者が共同で開発した、コンピュータソフトウェアを含む

著作物（MIT 10.C(i)）

□ Sponsor に所属する研究者が、本研究中に大学の資金や設備を用いて開発したコンピ

ュータソフトウェアを含む著作物（MIT 10.C(ii)）

２０. 共著の著作物の取り扱い

（１）著作物の帰属

□ 本研究中に両研究機関の研究者によって共同で著された著作物の著作権は両機関共同で所有する。

□ 本研究中に大学の資金や設備を用いて Sponsor の研究者が著した著作物の著作権は両機関共同で

所有する。
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□ 両機関は各々に独立して、他の機関に制限されることなくその著作物の使用を許される。

(MIT 10)

２１. 大学単独の著作物の取り扱い

（１）著作物の帰属

□ 大学の研究者または学生が単独で創作や構成した著作物は大学に帰属する。

（２）著作物の取扱い

□ コンピューター・ソフトウェア以外の著作物(MIT 11.E.1,2)

□ Sponsor のライセンス権の有無

□ Royalty-free □Royalty-bearing

□ Transferable □Non-transferable

□ Exclusive □Non-exclusive

□ Internal Purpose □Commercial Purpose

□ コンピューター・ソフトウェア

□ Sponsor のライセンス権の有無

□ Royalty-free □Royalty-bearing

□ Transferable □Non-transferable

□ Exclusive □Non-exclusive

□ Internal Purpose □Commercial Purpose

２２. 共同研究成果として生まれた有体物の取り扱い(UEC 6.8/MIT 11.F)

（１）権利

□ 特許以外に本研究で発生した有体物（生物材料を含む）に権利を得る場合、両機関はその帰属先

を別に定める同意書の中で決定する。

□ 大学は最低でも商業目的以外の研究でその有体物を利用する権利を有する。

２３. ノウハウの取り扱い(UEC 6.6)

(１) 定義

□ 研究成果のどの部分がノウハウに相当するか両機関で交渉する。

□ 別にノウハウの秘密期間の設定の同意書の作成の必要がある。

２４. 職務発明の取り扱い(SF 9.10/UEC 6.2)

（１）帰属

本研究に参加した全ての研究者、学生、コンサルタントは、研究成果物の権利が全て大学に譲渡する。

２５. 大学単独発明の相手方によるライセンス

□ 単独発明（権利）関しての付帯条件なし

□ 付帯条件有り

□ 共同研究先は第三者より優位な条件、順位で権利利用を認める。

□ 期限付き：非排他的・排他的実施権を許諾するにあたり、その選択のための期限を

設ける。

□ 条件付き：特許料、期限付き、第三者へのライセンス許可などにかかる条件を付け

る。

２６. ライセンス契約締結の際の期間、有効日、延長等

（１）ライセンス期間（有効日）と条件

□ライセンス契約の Effective Date の記載

□記載する
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□記載しない。

□ライセンス同意書(a separate license agreement)の作成

□別途作成

（２）独占実施期間の延長

□独占実施期間の延長にかかる記載有り

□なし

□延長可の同意書の記載事項

□損害補償、日保証などを含める

２７. 研究目的の実施許諾の留保、終結など

□ライセンス付与の留保項目の有無

□日本政府から資金援助を受けている場合

□ライセンス付与後のライセンスの終結

□公共の利益を阻害する場合

２８. 海外出願と海外での実施の条件

□米国での特許出願

□米国以外の国に特許出願を希望するときの条件

□発明が単独か共同かでのすみわけ

□発明が単独でなされ場合（単独出願）

□発明が共同でなされた場合（共同出願）

□出願費用などの負担にかかる事項

□相手方（企業側）の負担

２９. 著作物のライセンス

□著作権の定義

□著作権を一般的な“知的財産権”に定義して含める

□一般的な“知的財産権”の定義に含める

□定義に含めない

□著作権にかかるすみわけ

□一般的な著作物にかかる著作権とコンピュータソフトにかかる著作権とをすみ分

ける。

□著作権として一つとして扱う。

□著作権の帰属先とラセンス

□帰属先

□利用範囲、条件

３０. ライセンス希望提出期限と非提出のときの扱い

（１）期限の設定

□相手方の自己実施

□大学側からのライセンス許諾に期限をつける。

□期限なし

□排他的、非排他的実施権の選択実施

□大学側からのライセンス許諾に期限をつける。

□期限なし

（２）期限を過ぎたときの扱い
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□大学の義務

□義務なし

・大学側に、相手方に対して優先的なライセンス許諾する義務をなくす。

□義務は存続

３１. 共同発明（出願）の第三者への実施許諾

□別段の規定を設けない（原則通りの規定とする）

米国特許法第 262 条の原則通り、共有の権利について、各自がその持分につき第三者へのライセ

ンスなどができる、とする。

□共同研究契約に別段の規定を設ける

□ 特許の権利登録国と準拠法の関係を記載する

□第三者へのライセンス

□可能（特許の権利登録国に関わらず米国特許法第 262 条の原則通り、共有の

権利について、各自がその持分につき第三者へのライセンスなどができる、

とする。

□できない

□日本特許のライセンス

□各国法に準拠（可能日本特許は日本特許法によって解釈し、米国特許は米国

特許法で解釈する）。

□ 双方の権利者は第三者へライセンスすることができることの原則とし、

（MIT 10B）、但し

□Sponsor（企業側）が、排他的独占権を希望しているときを例外とする

（MIT 10B､11･2）

□独占的実施権と通常実施権についてすみわける（条件分け）

□条件分けを必要とし明文化する（規定する）

□相手方（企業）が独占的実施権を有するときには、その者のみ が第三者

への通常実施権を許諾できる（UEC7.5）

□通知、同意の必要性（Notice, Consent, Inform）

□文書による Notice（通知）が必要

第三者へのライセンスに関して、相手方に文書をもって通知をすること

（ SF9.9）

□通知に期限をつけない

□期限（３ヶ月以内）を付ける（SF9.9）

□文書による Consent（同意）が必要

第三者へのライセンスに関して、相手方に文書をもって Consent を得ること（UEC7.5）

□排他的実施権などの設定後に実施がなされないときの扱い

□単独出願

□共同出願

□排他実施権契約の終結

３２. ＴＬＯ機関の利用

□ＴＬＯの利用の記載

□なし

□有り
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□ＴＬＯを利用することへの同意

３３. 秘密保持

（１）秘密情報の特定方法

□ 書面で秘密（Confidential）と明記された情報に限る

□ 口頭で開示された情報のうち、後に書面で秘密と特定された情報も含む

（２）秘密保持対象外となる情報

□ 開示を受けた際、既に自己が保有していたことを証明できる情報

□ 開示を受けた際、既に公知となっている情報

□ 開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報

□ 秘密保持義務を負わない第三者から適法に取得したことを証明できる情報

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

□ 書面により事前に相手方の同意を得た情報

（３）秘密保持期間

□ 契約有効期間内

□ 契約終了後（ ）年間

□ 研究終了後（ ）年間

□ 秘密情報受領後（ ）年間

□ 期間の定めなし（公知となるまで）

□ 協議により延長もしくは短縮可能

（４）秘密保持義務終了時の秘密情報の取扱い

□ 相手方の要求に従い廃棄もしくは返却する

（５）その他

□ 秘密情報の本共同研究以外の目的での使用を禁止する

□ 秘密情報を取り扱える者：本共同研究を実施するに当たり秘密情報を取り扱う必要があり、かつ

契約に定める秘密保持義務を負う者

（例）・ 関係する従業員、学生

 役員、雇用主

 子会社もしくは親会社の関係者

 弁護士、コンサルタント

 請負業者

□ 法令や裁判所の命令に従って開示しなければならない場合、開示範囲を最小限に留めるべく両者

で協力する

３４. 公表原稿の事前チェック

（１）大学は研究結果を自由に公表できるが、投稿の（ ）日前に相手方に原稿のコピーを送る。相手

方はそこで、秘密情報が含まれていないか、特許性のある内容がないか、著作権は保護されているか

等を確認する

（２）上記確認結果について、原稿受領後（ ）日以内に回答する

３５. 公表原稿内の謝辞

（１）両者の共著とするか、相手方に対する謝辞を載せるか等、研究結果公表の形式について両者で事

前に協議する

３６. 相手方への成果報告書

□ 期間終了後に提出（ SF10. , UEC4. & 4.1）
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□ 中間報告書のある場合

３７. 大学名等の使用許可

□ 条件明示（ SF14.1,14.2 , MIT12.）

□ 条件なし

３８. 連絡通知先

□ 関連条文あり（ SF13 , UEC10. , MIT14.）

□ 関連条文なし

３９. 期間延長・一時中断・研究中止・変更

（１）研究の続行が困難となった場合（UEC,2,9）

□ 研究の中止

研究費を返還 □する □しない

□ 期間の延長

□ 研究続行困難な事由が解消されない場合、契約を解除

□ 担当者を変更して続行

（２）早期終了（SF12,UEC2.9,MIT6）

□ (60)日前までに文書によって通知する。

□ 終了までにかかったコストは大学へ支払う。（不要となった研究費を返還する。）

□ 本契約に基づき雇用された研究員等への対価の支払いには、研究終了後●●まで責任を有する。

（３）契約解除（UEC9）

□ 共同研究者が研究費を支払期限までに支払わないとき

□ 本契約に違反し、30 日間以上の期間を定めてその履行を催告するも、その期間内に履行されな

い場合

□ 破産の申し立てがあったとき

□ 解散の決議をしたとき

（４）受け入れ設備の返還

□ 共同研究が終了したときは、大学は共同研究者から受け入れた設備を、研究の終了又は中止の時

点の状態で共同研究者に返還する。

（５）変更（SF3.3, 5.3）

□ 必要に応じて研究費を追加請求できる。

□ 定額契約を締結した場合

□ 研究目的に合致していれば支払われた研究費内で使途の変更が可能

□ 目的が達成された場合、余った研究費の返還は不要

４０. 大学の教育・研究目的への配慮

（１）大学の教育・研究目的を契約書で明文化

□ 明文化する □ 明文化しない

（２）研究成果の公開・公表

□ “自由性”を明文化する

□ “合理的な協力 Reasonable cooperation”得ることの明文化（SF,UEC）

□ 双方が協力することを明記する

□ 共同研究期間終了後の“一定期間後”など期間を明文化（東大、東工大）

□ 共同研究の相手先に文書などで確認することを明文化（東大）

□ その通知期間の明文化（東大、東工大）
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□ 米国特許出願の検討期間を明文化（MIT）

４１. 成果の非保証

（１）共同研究の成果の非保証の明文化

□ 非保証（否認）を明文化する □ 明文化しない

４２. 類似研究参加の自由

（２）類似研究参加に係る明文化

□ 参加自由を明文化する（SF,UEC） □ 明文化しない

□ 第三者間との共同研究であっても参加自由の明文化する（UEC）

□ 企業寄りになっていないか □ 企業寄りともいえない

４３. 安全保障貿易管理

（１）安全保障貿易管理の明文化

□ 明文化する □ 明文化しない

□ 日本の管理法の確認 □ 研究者の所在国の管理法の確認

□ 研究テーマと禁止製品の関係の確認 □ 相互に確認 □ 自国の確認

□ テーマによる「輸出許可書」の取得について規定の明文化（UEC）

４４. 免責・補償・賠償責任

（１）免責・補償・賠償責の明文化

□ 知財の有効性、対象範囲、被侵害などの非保証を明文化する □ 明文化しない

□ 間接的な損害 □ 派生的な損害、などに係り非保証を明文化する □ 明文化しない

□ 商品の適格性、適合性、などの非保証を明文化する □明文化しない

□ 学生などの研究協力者に係る事項の明文化する □明文化しない

□ データ・試料の逸失、器具の破損などを具体的に明文化する □明文化しない

□ 契約期間満了後・早期解除時の非責任の明文化する □明文化しない

□ 故意 □ 過失・不可抗力のすみ分け、を明文化する □特にしない

□ “不可抗力”（Force Majeure）に係る規程の有無 □別項で規定

□ Indemnification.条項で、保険のカバー額を超える非補償を明文化する □明文化しない

（SF）

４５. 不可抗力

（１）不履行責任の免除

□ 双方の契約義務の不履行責任を免除（MIT 17, UEC 10.6）

□ 大学側の契約義務の不履行責任を免除（SF 19）

４６. 紛争解決

（１）仲裁による紛争解決（SF 21.3）

□ 仲裁機関

□ 国際商業会議所（ICC）

□ アメリカ仲裁協会（AAA）

□ 司法仲裁調停サービス社(JAMS)（SF 21.3）

□ その他

□ 仲裁機関の規定なし

□ 仲裁地

□ 日本国内 □相手国 □第三国 □規定なし

□ 仲裁人の人数
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□ １名 □複数名（仲裁合議体） □規定なし

□ 仲裁費用の負担

□ 当事者で均等に分担 □その他 □規定なし

□ 「仲裁判断を最終とする」旨の合意

□ 明文化されている

（１）調停による紛争解決（MIT 19）

□ 調停機関

□ 国際商業会議所（ICC）

□ アメリカ仲裁協会（AAA）（MIT 19）

□ 司法仲裁調停サービス社(JAMS)

□ その他

□ 調停機関の規定なし

□ 調停地

□ 日本国内 □相手国 □第三国 □規定なし

□ 調停人の選任方法

□ 規定あり □規定なし

□ 調停人の人数

□ １名 □複数名（調停合議体） □規定なし

□ 仲裁費用の負担

□ 当事者で均等に分担 □その他 □規定なし

（２）裁判所に訴訟を提起（UEC 10.4）

□ 合意裁判管轄

□ 日本国内の裁判所

□ 日本国外の裁判所

□ 規定なし

４７. 存続条項

（１）補償条項に関する規定（SF 15.2）

□あり □なし

（２）表明及び保証条項に関する規定（MIT 13, UEC 8, 9.5）

□あり □なし

（３）守秘義務に関する規定（MIT Attachment B 3, UEC 9.5）

□あり □なし

（４）公表に関する規定（UEC 9.5）

□あり □なし

（５）知的財産権に関する規定（UEC 9.5）

□あり □なし

（６）実施権の許諾に関する規定（UEC 9.5）

□あり □なし

４８. 契約の譲渡

□ 相手方の事前の書面による同意により可能（SF 21.4, MIT 15, UEC 10.1）

例外規定

□あり □なし
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４９. 契約可分性

契約可分性に関する規定（SF 21.5）

□あり □なし

５０. 権利の不放棄

権利の不放棄に関する規定（UEC 10.7）

□あり □なし

５１. 契約者の独立性

契約者の独立性に関する規定（SF 21.6）

□あり □なし

５２. 順法

（１）契約者が守るべき法令等の範囲（SF21.1）

□ 該当する地域(地方)、州、連邦法および規定

□ 日本法

□ 日本以外の法

５３. 準拠法

（１）準拠法の明示（SF21.7、MIT16、UEC10.3）

□ 指定される準拠法の確認

□ 契約当事者間のいずれかの所属地・国

□日本

□日本以外（契約相手の国）

５４. 完全合意

（１）当事者間の最終および完全な合意・了解事項（SF21.10、MIT22、UEC10.8）

□ 本契約内容の優先（従前の合意、決定に対する置き換えとする取扱い）

５５. 契約書の改訂

（１）本契約への修正または変更（SF21.11）

□ 修正または変更のための手続き

□ 書面による

□ 両当事者の正当な権限者による署名

５６. 契約書正本（SF21.13、MIT21）

５７. 署名欄

□ 代表権の確認

□ サイン証明、法人証明書の添付

わが国においては、重要な契約は契約書に実印を押印し、印鑑証明を添付するが、米国

等では印鑑の代わりに署名するので、サイン証明を要求される場合がある。サイン証明

は、日本では公証役場で公証人（Notary public）の面前で本人がサインすることによ

り取得できる。

□ プルーフ・リード（Proof read）

署名する前に、再度契約書の正本をこれまでの交渉経過を正確に反映しているかどうか確認

する。これまでこの契約を担当してきた者は内容を熟知しているため、読み飛ばすことが多

いので、その案件を担当しなかった他の契約担当者もプルーフ・リードすると効果的である。

□ 訂正
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調印式の最終段階で誤字等を発見した場合は、すべての正本の該当部分を訂正しその右端に

両当事者がイニシャルでサインする。

□ 副署（Attest）

サイン証明書を添付しない場合、代表権限のある署名者の他に両当事者の陪席者が Attest 欄

を設け署名することがある。

□ 契約の発効日（Effective Date）の確認

効力発生については、特に規定がない場合、後に署名した代表者の日付が発効日となる。よ

り明確にするためには、発効日を契約書本文中で定めておくことが望ましい。発効日は、最

終署名日より前または後にすることもできるが、その両方の日付があまりに離れている場合

は、注意を要する。

□ 契約書各頁へのイニシャルによる署名

日本の契約では、各頁に割印を押したり、袋とじをするが、国際契約の場合はシール（Seal）

で封印されることはまれである。通常は差し替え防止のため、本文だけでなく、すべての添

付書類に両当事者がイニシャルで各頁の下段に署名する。

□ 印紙

契約書に印紙を貼付する必要があるときは、その印紙を両当事者がイニシャルで消印する。
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国際共同研究契約チェックリスト

第 1 節「基本情報」条項

1. 契約書名

2. 契約者

3. 研究テーマ・研究内容

4. 研究役割

5. 担当研究者

6. 研究場所

7. 契約期間・研究期間

１. 契約書名

□ Collaborative Research Agreement（共同研究契約）(UEC, UT)

□ その他

［注］

■ 受託研究契約の場合は、Sponsored Research Agreement (SF, UEC)や Entrusted Research

Agreement (UT)としている。

■ 海外企業などと共同研究を行う場合には共同研究とするか受託研究にするかは重要な

問題であり、的確な判断が必要である。その判断のポイントとして次のような項目が

ある。

 Collaborative Research（共同研究）は双方の実質的な研究分担、研究役割が決

まっていて、明らかな共同研究作業、途中経過のチェック、情報交換作業が

あることが必要である。

 大学の権利を守る立場から大学が優位に立てるスキームの最初の選択が重要

である。

 Collaborative Research（共同研究）とSponsored Research（受託研究）の相違を

法律的に言えば、研究行為の実質的分担の有無、共同研究作業の実質的分担

の有無がポイントになる。

 研究課題の提供、技術資料の提供、研究試料（Research Materials）の提供に留

まる場合にはCollaborative Research（共同研究）とはいえない。
（出典： 2006 年 10 月 31 日平成 18 年度関東地区大学知的財産戦略研修会竹岡八重子弁護士講演

「海外大学・企業との受託・共同研究における問題点（「関連法規と契約書作成」）

■ 日本の大学の場合、形式上は共同研究としながらも、実態は受託研究である場合があ

る。共同研究と受託研究では大学に納める間接経費の配分が違う場合がある。

２. 契約者

□ 相手方

□ 法人

□ 個人、その他

□ 主たる事業所の所在地（UEC 前文, MIT 前文）

□ 設立準拠法（UEC 前文）
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３. 研究テーマ・研究内容

□ 研究テーマ (SF 前文, UEC 2.1(a), UT Agreement Particulars 3)

□ 研究内容 (MIT 1, Attachment A, SF 1.1, Exhibit A, UEC 1.1, 2.1(b), Exhibit A, UT
Agreement Particulars 5, Attachment)

［留意点］

■ 類似研究を平行して行う場合、重複を避けるために、研究内容を限定的に詳細に記載

し、他のケースと差別化できるようにする必要がある。

４. 研究分担（Role）

□ 大学側の研究分担(UEC 2.1(c), Schedule I, Exhibit, UT Agreement Particulars 6)

□ 相手方の研究分担(UEC 2.1(c), Schedule I, Exhibit, UT Agreement Particulars 6)

［留意点］

■ 研究分担についての条項は、共同研究契約にとって非常に重要な部分であり、細心の

注意を払う必要がある。

■ 人的、物的、金銭的資源が効率的に利用されるよう、各契約当事者の得意分野が最大

限に活用できるように分担する。

■ 記載事項が多い場合は、表形式で別紙とする。

５. 担当研究者

□ 主たる研究者 (SF 前文, MIT 2, UEC 2.1(c), Schedule I, UT Agreement Particulars 6, 本文

4）

□ 主たる研究者以外の研究者 (UEC 2.3., Schedule I, UT5.1 , Agreement Particulars 6)

□ 企業等共同研究員（大学へ受入れる研究担当者）(UEC 2.3, Schedule I, UT4.2, Agreement

Particulars 6 の下)

□ リサーチコーディネータ(UT Agreement Particulars 6)

［注］

■ 機密度の高い案件では、学生まで記載することがある。ただ通常は、学生は雇用関係にな

いことと、学業と就職の自由を担保するため、指導教官の責任において学生を指導するこ

とが多い。

６. 研究場所

□ 各当事者の施設で実施（UEC 2.1(d), Schedule IV）

□ 相手方の研究者を大学へ受入れ、大学の施設で実施

□ 研究場所の記載なし

７. 契約期間・研究期間

□ 契約期間（SF 4, UEC 9.1, UT 30.1）

□ 研究期間（MIT 3, UEC 2.2, UT Agreement Particulars 9, 本文 3）
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［注］

■ 期間の延長、一時中断、研究の中止、早期終了、契約解除については、「中止等」の条項

を参照。

＜契約書名＞

Stanford University
SPONSORED RESEARCH AGREEMENT

＜契約者＞

This Agreement is between (“Sponsor”) and The Board of Trustees of The

Leland Stanford Junior University (“Stanford”), an institution of higher education having powers

under the laws of the State of California.

Agreement Number:

＜研究テーマ＞

Research Program Title:

Principal Investigator:

Effective Date:

End Date:

Cost:

Payment Schedule:

The following authorized party representatives have executed this Agreement, including all its

terms and conditions.

The Board of Trustees of The
Sponsor Leland Stanford Junior University

Signature Signature

Name Name

Title Title

Date Date
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＜担当研究者＞
I, , named as Principal Investigator, acknowledge that I have
read this Agreement in its entirety and will use reasonable efforts to uphold my obligations and
responsibilities set forth herein:

Signature:

Date:

＜研究内容＞

1. DEFINITIONS
1.1 “Research Program” means the research to be performed as set forth in Exhibit A.

＜研究役割＞

3. PRINCIPAL INVESTIGATOR

3.1 Identity. The Principal Investigator for the performance and supervision of the Research

Program is the person identified on Page 1.

3.2 Change. If for any reason the Principal Investigator cannot conduct or complete the

Research Program, Stanford will appoint a successor, subject to the approval of Sponsor. If

the parties cannot agree on a successor, either party may terminate this Agreement in accord

with the terms of Section 12. EARLY TERMINATION.

＜契約期間・研究期間＞

4. PERIOD OF PERFORMANCE

The Agreement is effective as of the Effective Date and terminates as of the End Date.

＜契約書名＞

電気通信大学英文共同研究契約

COLLABORATIVE RESEARCH AGREEMENT

＜契約者＞

THIS AGREEMENT, made and entered into the [DAY] day of [MONTH], [YEAR]
by and between
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National University Corporation , The University of Electro-Communications (“UEC”)
and
[ ] ,a [state of incorporation] corporation having its principal place of business
at [ ] (“Collaborator”).

＜研究テーマ・研究内容＞
1.DEFINITIONS

1. 1. “Research Program” means the research program set forth in Section 2.1.

2. CONDUCT OF COLLABORATIVE RESEARCH

2.1. Research Program. UEC and Collaborator shall perform the following research in
cooperation (the “Collaborative Research”):

＜研究テーマ＞

(a) Title of research [ ]

＜研究内容＞

(b) Purpose of research and contents as described in Exhibit

＜研究役割＞＜研究担当者＞
(c) Role sharing of research dutiesas described in Schedule I and Exhibit

＜研究場所＞

(d) Place for Performance of Research as described in Schedule IV

＜研究期間＞

2.2. Period of Research. Period of research for the Collaborative Research shall be from
[MONTH][DAY],[YEAR] to [MONTH][DAY],[YEAR].

＜担当研究者＞

2.3. Persons Engaged in the Collaborative Research. UEC and Collaborator shall have the
persons as stated in the Schedule I participate individually in the Collaborative Research
as Researchers.

2.3.1. When either party is to have a person who belongs to UEC or Collaborator
participate in the Collaborative Research newly as Researchers, the name, department and
job title and role in the Research of the relevant Researchers shall be reported to the other
party in advance in writing.

2.3.2. When Collaborator’s Researchers or Research Adjuncts use the facilities, etc. of
UEC, Collaborator shall take necessary measures to follow the instructions, rules and
regulations of UEC. Additionally, if the Researchers or Research Adjuncts of Collaborator
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encounter accident or disaster in the facilities of UEC to which they are dispatched,
Collaborator shall cooperate with UEC concerning the handling and investigation after
the fact.

2.4. Participation and Cooperation by Research Adjuncts. When either party judges it
necessary to obtain participation or cooperation from Research Adjuncts for execution of
the Collaborative Research, upon obtaining consent of the other party, Research Adjuncts
may participate in the Collaborative Research.

＜契約期間＞
9. TERM AND TERMINATION

9.1 Term. Effective term hereof shall be during the period of research as described in
Section 2.2. When it is necessary to extend the research period at the time of expiration of
the term, the parties may agree to renew this Agreement.

＜担当研究者＞

Schedule I Researchers and Sharing of Research Duties
Division Name Affiliated Organ and Post Roles in Research

UEC ※(name)

(name)

Graduate school [ ]
[ ]Professor
Graduate school [ ]
[ ]Associate Professor

[ ]summarization

[ ] development

COLLABORATOR Private Collaborative
Research Associate
◎ (name) (name)

[ ]research institute, [ ]
Department,
Manager

[ ] manufacturing

Researchers in facilities of
COLLABORATOR
(name) (name)

[ ]research institute, [ ]
Department,
Manager

[ ] administration

(note) ※mark shall be attached to the name of the representative of the research.
◎ mark shall be attached to the name of Private Joint Associates.

＜研究場所＞

Schedule IV Equipment and Facilities Provided for Research

Division Name of facilities
Equipment

Name Standards Volume

UEC Graduate School[ ]

COLLABORATOR [ ] Research Institute,

[ ] research room

[name of objects

provided]
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＜契約書名＞

Massachusetts Institute of Technology Office of Sponsored Programs
Research Agreement

＜契約者＞

RESEARCH AGREEMENT (the “Agreement”) between the Massachusetts Institute
of Technology, located at 77 Massachusetts Avenue, Cambridge, Massachusetts
02139, hereinafter erred to as “MIT”, and ___________________, located at
___________________, hereinafter erred to as the “Sponsor”. Party shall mean the
Sponsor or MIT as the context dictates, and when used in the plural, shall mean the
Sponsor and MIT.

＜研究テーマ・研究内容＞

1. STATEMENT OF WORK. MIT agrees to use reasonable efforts to perform the
research program as described in Attachment A (the “Research”) to this Agreement.

ATTACHMENT A

MIT STATEMENT OF WORK

＜研究役割＞＜担当研究者＞

2. PRINCIPAL INVESTIGATOR. The Research will be supervised by
_____________the “Principal Investigator”. If, for any reason, __________ is unable
to continue to serve as Principal Investigator and a successor reasonably acceptable
to both MIT and the Sponsor is not available, this Agreement shall be terminated as
provided in Article 6.

＜研究期間＞

3. PERIOD OF PERFORMANCE. The Research shall be conducted during the period
commencing _____________(the “Effective Date”) and, unless earlier terminated in
accordance with this Agreement, ending ____________________ (the
“Completion Date”). The Completion Date may be modified or extended only by
mutual written agreement of the Parties.
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＜契約書名＞

Collaborative Research Agreement （UT）

(Draft)

＜契約者＞
The University of Tokyo (the “University”) and XXXX company (the “Partner”; University and
Partner being collectively erred to as the “Parties” and each individually a “Party”) enter into this
Collaborative Research Agreement (this “Agreement”) on the terms and conditions defined in the
Terms and Conditions of Agreement attached to this Agreement, to conduct the collaborative
research (the “Collaborative Research”) set out in the Agreement Particulars as follows.

Agreement Particulars
＜研究テーマ・研究内容＞＜研究役割＞＜担当研究者＞＜研究場所＞＜研究期間＞

1. University: The University of Tokyo

2. Partner:

3. Research
Title:

4. Research
Purpose:

5. Research
Description:

(available detail Research Program description to be annexed)

6. Participants of
Research

(Additional
member list to
be annexed)

Name
Organization

・
Title

Role in the Research

Principal
Investigator of

University

Research
Coordinator of

University
(If provided)

Overall program coordination
(Setting up meetings, Managing
schedules, Checking
milestones).
Team Organization Chart to be
annexed if applied.

Principal
Investigator of

the Partner
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If Application
for residency at
University is
necessary, the
name shall be
listed.

The
Researcher

from the
Partner taking
residency at
University

Application
for the
Research
activity
made prior
the
residency.

Y or N

7. Research Schedule: (the detail
to be annexed.)

Milestones:
Preliminary Report by the end of 1st Year (2008, XX,YYY)
Secondary Report by the end of 2nd Year (2009, XX,YYY)
Final Report at the end of research period (200x,xx,xx)

8. Place of Research:

9. Research Period:
From ___________________ through
___________________

10. Payment for Research
Expenses:

Research
Costs (Article

7.1(1))

¥

Research
Support
Expense
(Article
7.1(2))

¥

Research Fee
(Article
7.1(3))

¥

Total ¥

11. Provision of Facility and
Equipment:

Facility
Name

Equipment
Name Standard Qty

University
Partner

12. Period for Duty of Confidentiality regarding
Know-How:

Until three (3) years passed from the day
immediately following the Research
Completion Date

13. Period of general Duty of Confidentiality:
Until three (3) years passed from the day
immediately following the Research
Completion Date

14. Implementation Target Period:

Until three (3) years passed from the day
immediately following the day of the
application in respect of the relevant
Intellectual Property
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IN WITNESS WHEREOF, the Parties have caused this Agreement to be executed in duplicate
originals by their duly authorized representatives. The Parties have prepared two originals of this
Agreement, and shall each retain one original.

Execution Date: ,

Partner:

Signed by ：

Title ：

University: The University of Tokyo
7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo

Signed by：

Title ：

I, , named as the Principal Investigator of the University, acknowledges the
obligations in this Agreement.

Signed by ：

Title ：

(The Terms and Conditions of Agreement are attached hereto)

Terms and Conditions of Agreement

＜研究期間＞
3 Research Period

The research period of the Collaborative Research shall be as set forth in Paragraph 9 of the
Agreement Particulars.

＜担当研究者＞
4 Researcher

4.1 The University and the Partner shall each assign Principle Investigator set forth in Paragraph
6 of the Agreement Particulars who will manage the total progress of the Collaborative
Research.
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4.2 The University shall accept a Partner’s researcher, whom the Partner desires to engage in the
Collaborative Research in a laboratory of the University, as a collaborative researcher as
listed in Paragraph 6 of the Agreement Particulars.

4.3 The University or the Partner may change, add or remove the researcher set forth in Article
4.1 above, with the prior consent of the other Party.

5 Research Collaborator

5.1 If either Party needs to obtain the participation or collaboration of any person other than the
listed researcher for the purpose of the conduct of the Collaborative Research, that Party
may, upon obtaining the prior consent of the other Party, allow any person of the University
or the Partner other than the listed researcher, including a student, to act as a research
collaborator.

5.2 In the case provided in Article 5.1 above, the Party who obtained the participation of any
research collaborator shall cause the person who will act as the research collaborator to
comply with the terms and conditions of this Agreement. Any violation of this Agreement
by any research collaborator shall constitute a violation of this Agreement by the Party who
caused the participation of such research collaborator.

＜研究期間＞
6 Completion of Collaborative Research and Preparation of Report

6.1 The Collaborative Research shall be deemed to have been completed upon the occurrence of
any event described below. The day when the Collaborative Research is deemed to have
been completed shall be erred to as the “Research Completion Date”.

(1) When both Parties agree that the Research Purpose set forth in Paragraph 4 of the
Agreement Particulars has been achieved or realized;

(2) When the University or the Partner determines that it is impossible or otherwise
significantly difficult to achieve or realize the Research Purpose set forth in Paragraph
4 of the Agreement Particulars, and both Parties agree with such determination;

(3) When the Research Period set forth in Paragraph 9 of the Agreement Particulars
expires; or

(4) Otherwise, when both Parties agree that the Collaborative Research is completed.

＜契約期間＞
30 Term of Agreement

30.1 The term of this Agreement shall be coterminous with the Research Period of the
Collaborative Research.

30.2 The provisions of Article 5.2, Article 6.2, Article 10 (excluding Article 10.1), Articles 12
(excluding Article 12.1) through 27 (excluding Article 24.1), Article 29, Article 30.2 and
Article 35 shall survive after the expiration of this Agreement for the period provided in
each of such provisions or until all the respective subject matters therein have expired.
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国際共同研究契約

第 2 節「支払い」条項チェックリスト
8. 研究費

9. 支払い期日

10. 支払い方法

11. 両者の経理窓口

12. 余った研究費の取り扱い

13. 契約に基づく税金の取り扱い

８. 研究費

(１)支払い額

□ 一時金 □ 実費支払い □ 総額折半 □ その他

(２)研究費

□ 直接費のみ □ 間接費も含む

(３)設備の搬入、据付、梱包費用

□ 搬入費用 □ 据付費用 □ 梱包費用

(４)保険の付保

□ 加入する □ 加入しない

［留意点］

■ 研究機器等を輸送する場合、荷造り費、関税、輸送費、保険料についても取り決めて

おく。

９. 支払い期日

(１)支払い期日

□ 支払時期 □ 支払期間

(２)支払い延滞金

１０. 支払い方法

(１)決済通貨

□ 円 □ 米ドル □ ユーロ □ その他

［留意点］

■ 国内で研究費用が発生する場合は、決済通貨を円にしておくと為替の変動の影響を受

けない。

(２)為替レートの換算

［留意点］
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■ 近年、為替レートが大きく変化しており、為替レートの適用について詳細な取り決め

が特に重要になってきている。

■ 研究費用発生通貨と支払い通貨が異なる場合、どの銀行の、いつの（売り or 買い）為

替レートで通貨を交換するか決めておく。

(３)送金手数料

□ 相手方負担 □ 大学負担 □ その他

［留意点］

■ 税金、送金手数料と実際の受け取り額との関係もあらかじめ明確にしておく。

１１. 両者の経理窓口（SF6）

[留意点」

■ 契約全体の連絡通知先の他に、経理担当窓口、送金口座、送金方法についても予め記

載しておくと便利である。

１２. 余った研究費の取り扱い

[留意点]（SF5,UEC2,6）

SF5,2 に実費負担式の清算について詳細な規定がある。

１３. 契約に基づく税金の取り扱い

(１)税

□ 相手方負担 □ 大学負担 □ 双方自国分負担

［留意点］

 税込みで支払う場合、納税証明書（certificate on tax payment）の提出を義務づける。

■ 租税条約（二重課税防止のための条約）に契約当事者の国の加盟の有無も調査してお

く。

［その他留意点］

 タームシートを使い契約交渉を進めるが、タームシートには契約の細部の条件の記載がない

ので、契約書を作成する際にはチェックリストを使用し条件を詰めていく。

 研究内容が変更された場合の対価についての合意手順を決めておく。

 研究費実費支払い、又は総費用折半等で合意した場合、実際に研究が進んでくると費用処理

の問題が発生する。共同研究そのものは、両当事者の研究者同士でファジーな環境で進めら

れるが、最終的には、両当事者の経理担当者間で費用精算することになる。経理処理は、国

毎に、税法も異なり、大学毎にルールも異なるので、可能な限り、詳しく規定しておいた方

がよい。国際共同研究契約の費用処理の詳細については、中島憲三「共同研究・開発の契約

と実務｝民事法研究会、1999 年参照。
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GLOBAL RESEARCH AGREEMENT（スタンフォード大学）

This Agreement is between (“Sponsor”) and The Board of

Trustees of The Leland Stanford Junior University (“Stanford”), an institution of higher

education having powers under the laws of the State of California.

Agreement Number:

Research Program Title:

Principal Investigator:

Effective Date:

End Date:

Cost:

Payment Schedule:

5. COSTS

5.1 Designation. This Agreement is designated as: ____________________________

5.2 Cost-Reimbursable Agreement. If this Agreement is designated as “Cost-

Reimbursable,” Sponsor will reimburse Stanford for the Cost of conducting the

Research Program. The parties estimate that the Cost is sufficient to support the

Research Program, but Stanford may submit to Sponsor a revised budget

requesting additional funds if costs are reasonably projected to exceed the Cost.

Sponsor is not liable for any payment in excess of the Cost except on Sponsor’s

written agreement. Stanford has the authority to rebudget Costs from time to time,

at the discretion of the Principal Investigator, as long as the rebudgeting is

consistent with the goals of the Research Program. At the end of the Research

Program, if there is a balance owed to Sponsor of $100 or less, Stanford may keep

the balance. Any amounts over $100 will be returned to Sponsor unless the parties

agree otherwise.

5.3 Fixed-Price Agreement. If this Agreement is designated as “Fixed Price,” Sponsor

will pay Stanford the Cost indicated on Page 1. The parties estimate that the Cost is

sufficient to support the Research Program. Stanford may submit to Sponsor a

revised budget requesting additional funds if Sponsor requests a change in the
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Research Program scope of work. Sponsor will not be liable for any payment in

excess of the Cost except on Sponsor’s written agreement. Stanford has the

authority to rebudget costs at the discretion of the Principal Investigator, as long as

the rebudgeting is consistent with the goals of the Research Program. Sponsor is

not entitled to any refund of funds not spent if all Research Program commitments

have been met.

6. PAYMENT

6.1 Schedule. Sponsor will pay Stanford in accord with the Payment Schedule on Page 1.

6.2 Payment Information. Sponsor will pay by wire transfer to:

Wells Fargo Bank, Treasury Management - Client Services
707 Wilshire Blvd., 13th Floor

Los Angeles, CA 90017
(Account numbers to be provided by Stanford contract officer)

or by checks made payable to Stanford University and sent to:

Stanford University
P.O. Box 44253

San Francisco, CA 94144-4253

6.3 Payment Identification. For purposes of identification each wire or check payment

must refer to the Research Program title, the Agreement number, and the name of

the Principal Investigator.

6.5 Stanford Payment Contact.

Chris Nodohara, Accountant
Office of Sponsored Research

Stanford University
Encina Hall

616 Serra St., Room 3
Stanford, CA 94305

6.4 Sponsor Payment Contact. Invoices to Sponsor will be sent to:

[Name]

[Address]

[Telephone Number]

[Fax Number]
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7. TAXES

Stanford is a nonprofit 501(c) (3) corporation. Sponsor agrees that if this Agreement is

subject to taxation by any governmental authority, Sponsor will pay these taxes in full.

Stanford will have no liability for the payment of these taxes.

12. EARLY TERMINATION

Either party may terminate this Agreement upon 60 days’ written notice. If this

Agreement is terminated before the End Date, Sponsor will pay the reasonable cost

incurred by Stanford in winding down and terminating the Research Program, including

the Cost of the Research Program during the wind-down period and all costs and non-

cancelable commitments made before termination. If any Stanford student is supported

under this Agreement, Sponsor will remain responsible for the full cost of the student

support through the end of the academic quarter in which this Agreement is terminated.

After termination, Stanford will submit a final report of all Costs incurred and all funds

received under this Agreement. The report will be accompanied by a check for funds

remaining after allowable Costs and non-cancelable commitments have been paid.

16. INSURANCE

16.1 Stanford Coverage. Stanford will maintain Worker’s Compensation insurance or

other coverage on its employees as required by California law, and will self-insure

or maintain insurance covering its liability under this Agreement.

16.2 Sponsor Coverage. Sponsor will procure and maintain during the term of this

Agreement comprehensive liability and product liability insurance to the full

amount of Sponsor insurance limits, but in no event less than $5,000,000 per

occurrence, with a reputable and financially secure insurance carrier. The

insurance will include The Board of Trustees of the Leland Stanford Junior

University, their respective trustees, directors, employees, agents, subcontractors,

and students as additional insureds with respect to this Agreement. This insurance

will be written to cover claims incurred, discovered, manifested, or made during or

after the expiration of this Agreement.
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電気通信大学英文共同研究契約サンプル

2.6 研究経費の支払 UEC 及び共同研究者は、別表第2 及び別表第3 記載の研究経費を負

担するものとする。

2.6.1 共同研究者は、別表第2 記載の研究経費のうち「共同研究者区分」に記載の研究経

費をUEC 出納役の発する請求書により、当該請求書に定める支払期限までにUEC に支払わ

なければならない。

2.6.2 共同研究者が前項の請求書に定める支払期限までに前項の研究経費を支払わない

ときは、共同研究者は、UEC に対し、支払期日の翌日から支払を行った日までの日数に応

じ、その未払額に年14.6％の割合の延滞金を付加して支払わなければならない。

2.7.1 UEC は、本共同研究の用に供するため、共同研究者から別表第４記載の共同研究者

の所有に係る設備を無償で受け入れ、共同で使用することができるものとする。設備の搬

入及び据付けに要する経費は、共同研究者の負担とする。
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国際共同研究契約チェックリスト

第 3 節「研究準備」条項

14. 研究資材

15. 研究施設

16. 外部委託

17. 研究費で新規に購入した資材の帰属

１４. 研究資材

□ 共同研究の当事者で提供される研究資材 (UEC2.1(e))

□ 提供者と研究資材の種類・内容を別表に一覧で明記(UEC Schedule V Research

Materials)

□ 研究当事者以外から提供される研究資材 (SF15, 16)

□ 別表に一覧として明記

［留意点］

■ 各当事者から提供される資材が漏れなく記載されているかを確認する。

■ 受託研究の場合は、研究当事者へ提供される資材も別途明記する。

□ 研究資材の取扱い (UEC2.8)

□ 本契約の研究にのみに使用

□ 原則「秘密情報」としての取扱い

□ その他

［留意点］

■ 研究資材は、研究進行の支障になるような取扱い条件が付されていないか注意する。

１５. 研究施設

(１)研究施設の提供者 (UEC2.3.2)

□ 研究施設の設備とその準備 (UEC2.3.2, 2.7.1)

□ 研究施設の提供

□ 研究施設に持ち込まれる設備

□ 研究施設へ入る担当研究者の義務

□ 指示、規則、規制に従う措置

□ その施設での事故・災害時の処理・調査への協力義務

□ 研究設備・施設の明細一覧(UEC Schedule Ⅳ Equipment and Facilities Provided

for Research)

□ 研究設備の運搬・設置費用の負担 (UEC2.7.1)

□ 設備（機器等）の受入側（研究設備側）

□ 設備（機器等）の提供者側

□ 研究施設へ持ち込まれる設備の管理義務 (UEC2.7.2)
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(２)共同研究の終了・中止時の扱い

□ 研究のために提供される設備・施設の返却 (UEC9.4)

□ 提供者へ返却

□ 関連する規定なし

［留意点］

■ 設備返却(施設から撤去)が発生する場合は、その費用負担の確認を行う。

■ 返却に関する規定が無い場合、後述 17「研究資材の帰属」と併せて確認する。

１６. 外部委託 (UEC2.5)

□ 外部委託の可否

□ 不可

□ 許可／例外的に許可

□ 例外的に許可する場合の条件

□ 外部への研究委託を依頼する者

□ 外部委託を行う研究範囲

□ 共同研究先への通知の要否

１７. 研究費で新規に購入した資材の帰属

□ 大学の所有 (SF8)

□ その他の所有

□ 関連する規定なし

［留意点］

■ 研究期間終了後の扱いを、中止や終了条項と併せて確認する。
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Stanford University
SPONSORED RESEARCH AGREEMENT

＜研究資材の提供＞

15. 16. MATERIAL PROVIDED BY SPONSOR

If Sponsor provides any materials, equipment, or other property to Stanford in connection with the

Research Program, Sections 15 and 16 of Appendix 1 are incorporated into this Agreement.

＜研究費で購入した資材の帰属＞

8. EXPENDABLES AND EQUIPMENT

Stanford owns all expendables and equipment purchased or fabricated to perform the Research

Program.
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電気通信大学英文共同研究契約雛型

＜研究資材の提供＞

2. CONDUCT OF COLLABORATIVE RESEARCH

2.1. Research Program. UEC and Collaborator shall perform the following research in
cooperation (the “Collaborative Research”):

(a) Title of research [ ]
(b) Purpose of research and contents as described in Exhibit
(c) Role sharing of research duties as described in Schedule I and Exhibit
(d) Place for Performance of Research as described in Schedule IV
(e) Research Materials as described in Schedule V

Schedule V Research Materials

Provider Kind and Quantity of Research Materials

UEC

COLLABORATO

R

2.8. Use of Research Materials. Any Research Materials of one party transferred to the
other in connection with the Research Program may only be used for the Collaborative
Research. Unless the parties agree otherwise, Research Materials are to be considered the
"Confidential Information" of the party providing them.

＜研究施設の利用＞

2.3.2. When Collaborator’s Researchers or Research Adjuncts use the facilities, etc. of
UEC, Collaborator shall take necessary measures to follow the instructions, rules and
regulations of UEC. Additionally, if the Researchers or Research Adjuncts of Collaborator
encounter accident or disaster in the facilities of UEC to which they are dispatched,
Collaborator shall cooperate with UEC concerning the handling and investigation after
the fact.
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2.7. Provision of Facilities and Equipment. UEC shall provide the facilities and
equipment relating to UEC as described in Schedule IV for the use of the Collaborative
Research.

2.7.1. UEC may accept the equipment relating to the possession of Collaborator as
described in Schedule IV from Collaborator for provision of such to the use of the Collaborative
Research, and use such jointly. Costs required for bringing in and installation of the
equipment shall be borne by Collaborator.

2.7.2. Collaborator shall manage the equipment brought into the facilities of UEC in
accordance with the regulations and rules of UEC.

Schedule IV Equipment and Facilities Provided for Research

Division Name of facilities
Equipment

Name Standards Volume

UEC Graduate School[ ]

COLLABORAT

OR

[ ] Research Institute,

[ ] research room

[name of objects

provided]

9.4. When the Collaborative Research is terminated or cancelled, UEC shall return to
Collaborator the facilities accepted from Collaborator pursuant to the provisions of
Section 2.7.1 in the state as of the point of time of completion or suspension of the research.

＜外部委託＞

2.5. Restriction of Consignment to a Third Party. Neither party shall consign all or part of
the duties of which it is in charge (including cases where both parties are in charge of the
same duties) to any third party other than a Research Adjunct without prior written
consent of the other party.
第3者への委託の制限。
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Massachusetts Institute of Technology Office of Sponsored Programs
Research Agreement

Single Sponsor Research Agreement for Industrial Sponsors located outside the USA
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国際共同研究契約チェックリスト

第 4 節「研究成果取り扱い」条項

18. 発明の報告

19. 研究成果の帰属

20. 共著の著作物の取り扱い

21. 大学単独の著作物の取り扱い

22. 共同研究成果として生まれた有体物の取り扱い

23. ノウハウの取り扱い

24. 職務発明の取り扱い

１８. 発明の報告

□ 発明の届出（UEC6.1，UT13，15.2，SF9.2）

□ それぞれが、相手方に対して、発明が生じた場合速やかに報告する。

□ それぞれの単独発明に関して、他方の当事者は権利主張してはいけない。

□ 開示（技術の開示；SF 9.2, 発明の開示；MIT 10.A, 11.A）

□ OTL/TLO が開示を受けた後、Sponsor に開示する。

□ 単独保有の技術／発明を開示する。 (SF 9.2, MIT 11.A)

□ 共同発明を開示する。 (MIT 10.A)

［留意点］

■ UEC は速やかな届出（prompt）を条件にしているに対し，SF は書面による完全な

（complete）な届出を条件としている。

■ 共同研究、受託研究の違いがある。UEC は相互に開示することになっているが、SF、

MIT は Sponsor からの開示の記述なし。

１９. 研究成果の帰属

（１）発明の帰属

□ 各当事者単独発明（UEC, MIT）、技術（SF）

□ 各機関に所属する研究者が単独で成した発明（各々が所有する設備を用いて成

した発明、開発した技術）(SF 9.1, UEC 6.2.(a), MIT 9., 11.A(i))

□ Sponsor に所属する研究者が、本研究以外で大学の資金や設備を用いて行

った発明は大学に帰属 (MIT 11.A(ii))

□ 共同発明

□ 各機関に所属する研究者が共同で成した発明、開発した技術(SF 9.1, UEC

6.2.(b), MIT 10.A(i))

□ Sponsor に所属する研究者が、本研究中に大学の資金や設備を用いて行っ

た発明は共同発明(MIT 10.A(ii))

［留意点］

■ 国内の共同研究契約では、発明者主義（発明の貢献度により甲単独、乙単独、甲乙共

同を決める）とすることが多い。UEC では誰が創作（create）したかにより帰属を判

断するが、SF では発明に寄与した研究者と研究施設により帰属を判断する。MIT では

研究者と研究施設だけでなく，研究資金も判断基準とし，学生発明の記載もある。上
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記の他、ベルリン大学の「二者択一方式（発明の貢献度により、甲乙いずれかに単独

帰属、注１）」や「バランス方式（注２）」がある。

■ 注１「二者択一の発明の帰属」（ベルリン大学）

ベルリン大学技術移転機関（ipal）の Text Modules for the“Berlin Contract”では，

発明に対する大学の貢献が 50％以下の場合は，共同研究の成果とし，権利は企業に帰属

させ，2500 ユーロを対価として大学に支払うこととしている。発明に対する大学の貢献

が 50％を超える場合は，大学側の研究成果とし，権利を大学に帰属させる。企業側は特

許出願費を負担し，実施料を支払うことを条件に独占権を得るオプションがある。

ベルリン大学の契約例の場合，発明に対する大学の貢献が 50％超か否かの判定は，発

明の中核となる技術思想を高く評価するドイツ特許法のもとではじめて可能であり，わ

が国の特許法のもとでは困難な場合もある。また，発明が企業に帰属する場合大学への

譲渡対価は 2500 ユーロとされているが，これは日本円に換算すると約 30 万円程度と低

額で設定されている。この方式は権利帰属の判断以外は，きわめて単純明快な構成とな

っており，その後の事務処理も容易である。

■ 注２「バランス方式」

下記の「バランス方式」は，産学の共同研究で，平均的な共同研究費，技術的難易度，

事業インパクトの案件を想定して作成したものである。

 共同発明と認定されたものは，共同出願とする

 特許出願費用は，全額企業の負担とする

 企業が独占的ライセンスを希望する場合，通常の独占的ライセンス契約を締結（②

の支払分は控除する）

 企業が非独占的ライセンスを希望する場合，paid-up の一時金を支払う

一時金の例：当該権利の特許費用相当額，またはその数倍で重要度に応じ設定

 小規模の実施に対しては，一時金の支払いを免除する

例：「該当製品の売上高が○億円に達した時点で上記一時金を支払うものとする」

 実施の可能性が低いもの，経済的価値の低いものは，企業に低額で譲渡する

この方式では，共同発明と認定されたものは共同出願するが，特許費用は，全額企業

が負担する。独占実施の場合は，別途独占実施契約を結ぶが特許出願費の支払い済分は

実施料支払額から控除する。非独占的ライセンスを希望する場合は，paid-up でランニ

ングロイアリティーなしの一時金を支払うこととし，その一時金額は，特許出願費相当

額またはその数倍とする。小規模の実施は，たとえ実施できたとしても企業側は通常ビ

ジネスとしては赤字事業であることが多いので，一時金の支払いは免除して，事業リス

クを大学側もシェアするという構成にしている。実施の可能性が低いもの，または経済

的価値が低い発明については，ipal の例にならい，出願前に低額で企業側に譲渡する。

これにより，大学は特許出願費を負担する必要がなく，発明者も補償金を得ることがで

きる。企業側も防衛特許としての利用が可能である。

このバランス方式のメリットを以下にあげる。

・ 特許出願費用を企業側が負担するので大学側は将来発生する特許費用を懸念するこ

となく，積極的に発明創出，出願に取り組むことができる。企業側にとっても，強

い特許網の構築が可能となる。

・ 売上げが一定額に達するまで，実施料の支払いを免除しているので，企業側の事業

の立ち上げを容易にする。
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・ 実施料の支払を一時金のみとしているので，市場が立ち上がりコスト競争になった

場合も，企業の原価低減への足かせとならない。

・ 大学側も，特許出願費（又はその数倍）相当の実施料収入があれば当該研究にかか

わる産学連携関連費用と研究者へのインセティブ費用を捻出することができる。

・ 重要発明は，通常多数の国へ外国出願されるので，特許出願費相当額ベースで算定

すると発明の重要性に応じた実施料額の重みづけがなされることになる。

・ 事業インパクトの大きい大規模プロジェクトについては，上記の一時金と売上高を

大きくすることにより，対応できる。この場合，大学側も目標額を達成するために

改良発明に取り組むことも期待される。

・ 実施料の支払が一回で済むので，双方の関連事務の工数を削減できる。
（出典：「国内外メーカー,大学,公的研究機関とのライセンス・アライアンス契約・交渉の実務ノウハウ」松原幸夫他

共著，技術情報協会，pp271-272，2006）

（２）著作権の帰属

□ 各当事者単独の著作権

□ 各機関に所属する研究者が単独で創出した著作物の著作権（MIT 9, 11.E）

□ 共有する著作物

□ 本研究中に各機関に所属する研究者が共同で開発した、コンピュータソフトウ

ェアを含む著作物（MIT 10.C(i)）

□ Sponsor に所属する研究者が、本研究中に大学の資金や設備を用いて開発

したコンピュータソフトウェアを含む著作物（MIT 10.C(ii)）

２０. 共著の著作物の取り扱い

(１)著作物の帰属

□ 本研究中に両研究機関の研究者によって共同で著された著作物の著作権は両機関共同で

所有する。

□ 本研究中に大学の資金や設備を用いて Sponsor の研究者が著した著作物の著作権は両機

関共同で所有する。

□ 両機関は各々に独立して、他の機関に制限されることなくその著作物の使用を

許される。(MIT 10)

２１. 大学単独の著作物の取り扱い

(１)著作物の帰属

□ 大学の研究者または学生が単独で創作や構成した著作物は大学に帰属する。

(２)著作物の取扱い

□ コンピューター・ソフトウェア以外の著作物(MIT 11.E.1,2)

□ Sponsor のライセンス権の有無

□ Royalty-free □Royalty-bearing

□ Transferable □Non-transferable

□ Exclusive □Non-exclusive

□ Internal Purpose □Commercial Purpose

□ コンピューター・ソフトウェア

□ Sponsor のライセンス権の有無
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□ Royalty-free □Royalty-bearing

□ Transferable □Non-transferable

□ Exclusive □Non-exclusive

□ Internal Purpose □Commercial Purpose

２２. 共同研究成果として生まれた有体物の取り扱い(UEC 6.8/MIT 11.F)

(１)権利

□ 特許以外に本研究で発生した有体物（生物材料を含む）に権利を得る場合、両機関はそ

の帰属先を別に定める同意書の中で決定する。

□ 大学は最低でも商業目的以外の研究でその有体物を利用する権利を有する。

２３. ノウハウの取り扱い(UEC 6.6)

(１)定義

□ 研究成果のどの部分がノウハウに相当するか両機関で交渉する。

□ 別にノウハウの秘密期間の設定の同意書の作成の必要がある。

２４. 職務発明の取り扱い(SF 9.10/UEC 6.2)

(１)帰属

本研究に参加した全ての研究者、学生、コンサルタントは、研究成果物の権利が全て大学

に譲渡する。

̶ 61 ̶



UCIP 国際共同研究契約チェックリスト第 4 節「研究成果取り扱い」

30

Stanford University

SPONSORED RESEARCH AGREEMENT（2-02-10 版）

＜発明の報告＞

9.2 Disclosure. Stanford will provide Sponsor with a complete, written, confidential disclosure

of any Stanford Technology after the disclosure is received by the Stanford Office of

Technology Licensing.

＜研究成果の帰属＞

9.1 Ownership of Technology. Stanford owns the entire right, title, and interest, including all

patents, copyrights, and other intellectual property rights, in and to all Technology

developed using Stanford facilities and by Stanford personnel (“Stanford Technology”)

under this Agreement. Sponsor owns all interests, including all patents, copyrights, and

other intellectual property rights, in and to all Technology developed using Sponsor facilities

and by Sponsor personnel under this Agreement (“Sponsor Technology”). Technology that

is jointly developed by Stanford and Sponsor personnel will be jointly owned (“Joint

Technology”).

9.10 Assignment. Stanford represents that all of its employees, students, and consultants who

participate in the Research Program will be obligated to assign to Stanford all their rights in

patentable or copyrightable Technology.
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電気通信大学英文共同研究契約雛型

＜発明の報告＞

6. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
6.1. Report of Inventions. Either party shall promptly report all Inventions to the other
party. Neither party shall make any claim to the other party’s Sole Invention.

＜研究成果の帰属＞

6.2. Ownership of Inventions.
(a) Inventions created only by the Researchers (including Research Adjuncts; the same
shall apply from this Section to Section 6.5) of UEC shall be owned by UEC side, and
Inventions created only by the Researchers of Collaborator shall be owned by
Collaborator (Collectively, “Sole Inventions”);
(b) Inventions created jointly by the Researchers of UEC and the Researchers of
Collaborator shall be jointly owned by the UEC side and Collaborator ("Joint Inventions").
The share of Inventions and the countries where applications of the patent rights will be
made will be determined by discussions between the parties and the applications will be
made according to the Joint Application Agreement set forth in 6.4 below.

＜共著の著作物の取り扱い＞

6.2. Ownership of Inventions.
(b) Inventions created jointly by the Researchers of UEC and the Researchers of
Collaborator shall be jointly owned by the UEC side and Collaborator ("Joint Inventions").
The share of Inventions and the countries where applications of the patent rights will be
made will be determined by discussions between the parties and the applications will be
made according to the Joint Application Agreement set forth in 6.4 below.

6.5. Application Relevant to the Jointly-owned Intellectual Property Rights. Unless the
parties agree in writing otherwise, the application, prosecution, defense and maintenance
of all Intellectual Property Rights in Joint Inventions will be conducted jointly in the name
of both parties and controlled by them jointly, acting reasonably and in good faith.
Notwithstanding the foregoing, in case either party has succeeded the other party’s
interest in the Intellectual Property Rights in the Joint Inventions, the application,
prosecution, defense and maintenance of said Intellectual Property Rights shall be
conducted solely in the name of said party.
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1.DEFINITIONS
1.3. “Inventions” means any invention, discovery, work of authorship, software,
information or data, that is conceived, discovered and reduced to practice in performance
of the Research Program.

1.4. “Intellectual Property Rights” means the rights directly associated with and
appurtenant to the ownership of intellectual property in Inventions in any form, including
rights granted with the ownership of, patents, utility patents, design patents, trademarks,
mask works, protectable plant varieties and plant materials and their equivalents in all
other jurisdictions. Intellectual Property Rights also includes copyrights for copyrightable
computer program works and database works and their equivalents in all other
jurisdictions, and the rights to use Know-How.

＜大学単独の著作物の取り扱い＞

6.2. Ownership of Inventions.
(a) Inventions created only by the Researchers (including Research Adjuncts; the same
shall apply from this Section to Section 6.5) of UEC shall be owned by UEC side, and
Inventions created only by the Researchers of Collaborator shall be owned by
Collaborator (Collectively, “Sole Inventions”);

1.DEFINITIONS
1.3. “Inventions” means any invention, discovery, work of authorship, software,
information or data, that is conceived, discovered and reduced to practice in performance
of the Research Program.

＜共同研究成果として生まれた有体物の取り扱い＞

6.8. Rights in TRP. In the event that the parties elect to establish property rights other
than patents to any tangible research property (TRP), including but not limited to
biological materials, created jointly by the parties during the course of the Collaborative
Research, UEC and Collaborator will determine the disposition of rights to such property
by separate agreement. UEC will, at a minimum, reserve the right to use and distribute
TRP for non-commercial research purposes.

＜ノウハウの取り扱い＞

6.6. Designation of Know-How. The parties shall promptly engage in good faith
negotiations to agree on which portions of Results should be designated as Know-How. In
such designation of Know-How, the parties shall determine the period of confidentiality
upon consultations and specify said in an agreement separately.
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＜職務発明の取り扱い＞

6.2. Ownership of Inventions.
(a) Inventions created only by the Researchers (including Research Adjuncts; the same
shall apply from this Section to Section 6.5) of UEC shall be owned by UEC side, and
Inventions created only by the Researchers of Collaborator shall be owned by
Collaborator (Collectively, “Sole Inventions”);
(b) Inventions created jointly by the Researchers of UEC and the Researchers of
Collaborator shall be jointly owned by the UEC side and Collaborator ("Joint Inventions").
The share of Inventions and the countries where applications of the patent rights will be
made will be determined by discussions between the parties and the applications will be
made according to the Joint Application Agreement set forth in 6.4 below.
6.3 First Refusal Right. In case Collaborator wishes to obtain any rights relating to the Sole
Inventions held by UEC side, the Collaborator may negotiate with the UEC side on the
terms and conditions to obtain such rights, including ownership of, or a license to use the
Sole Invention held by UEC. UEC shall negotiate with Collaborator prior to negotiation
with third parties if Collaborator expresses its desire as stated above.
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Massachusetts Institute of Technology Office of Sponsored Programs

Research Agreement (2010.05.20 for OUTSIDE THEUSA 版)

＜発明の報告＞

＜研究成果の帰属＞

9. SPONSOR INTELLECTUAL PROPERTY. Title to any invention made solely by the
Sponsor’s personnel without the use of MIT administered funds or facilities
(“Sponsor Invention”) shall remain with the Sponsor. Title to and the copyright in
any copyrightable material first produced or composed in the performance of the
Research solely by employees of the Sponsor without the use of MIT administered
funds or facilities (“Sponsor Copyright”) shall remain with the Sponsor. Neither
Sponsor Inventions nor Sponsor Copyrights shall be subject to the terms and
conditions of this Agreement.

10. JOINT INTELLECTUAL PROPERTY.

A. TITLE TO JOINT INVENTIONS. The Parties shall have joint title to (i) any invention
conceived or first reduced to practice jointly by employees and/or students of
MIT and employees of the Sponsor in the performance of the Research and (ii)
any invention conceived or first reduced to practice by employees of the
Sponsor in the performance of the Research with significant use funds or
facilities administered by MIT (each, a “Joint Invention”). The Sponsor shall be
notified of any Joint Invention promptly after an invention disclosure is
received by MIT’s Technology Licensing Office. MIT shall have the first right to
file a patent application on a Joint Invention in the names of both Parties. All
expenses incurred in obtaining and maintaining any patent on such Joint
Invention shall be equally shared except that, if one Party declines to share in
such expenses, the other Party may take over the prosecution and maintenance
thereof, at its own expense, provided that title to the patent remains in the
names of both Parties.

B. LICENSES. Each Party shall have the independent, unrestricted right to license to
third parties any such Joint Invention without accounting to the other Party,
except that the Sponsor shall be entitled to request an exclusive license to MIT’s
interest in a Joint Invention as provided under paragraph 11.B.2. below.

C. JOINTLY DEVELOPED COPYRIGHTABLE MATERIALS. Copyrightable materials,
including computer software, developed in the performance of the Research (i)
jointly by employees and/or students of MIT and employees of the Sponsor, or
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(ii) by employees of the Sponsor with significant use of funds or facilities
administered by MIT, shall be jointly owned by both Parties, who shall each
have the independent, unrestricted right to dispose of such copyrightable
materials and their share of the copyrights therein as they deem appropriate,
without any obligation of accounting to the other Party.

11. MIT INTELLECTUAL PROPERTY.

A. MIT INVENTIONS. MIT shall have sole title to (i) any invention conceived or first
reduced to practice solely by employees and/or students of MIT in the
performance of the Research (each an “MIT Invention”) and (ii) any invention
conceived or first reduced to practice by employees of the Sponsor with
significant use of funds or facilities administered by MIT, if the invention is
conceived or reduced to practice other than in the performance of the Research.
The Sponsor shall be notified of any MIT Invention promptly after a disclosure
is received by MIT’s Technology Licensing Office. MIT may (a) file a patent
application at its own discretion or (b) shall do so at the request of the Sponsor
and at the Sponsor’s expense.

B. LICENSING OPTIONS. For each MIT Invention on which a patent application is filed by
MIT, MIT hereby grants the Sponsor a non-exclusive, non-transferable, royalty-free
license for internal research purposes. The Sponsor shall further be entitled to elect one
of the following alternatives by notice in writing to MIT within six (6) months after
MIT’s notification to the Sponsor that a patent application has been filed:

1. a non-exclusive, non-transferable, world-wide, royalty-free license (in a designated
field of use, where appropriate) to the Sponsor, without the right to sublicense, in the
United States and/or any foreign country elected by the Sponsor pursuant to Section
11.C. below, to make, have made, use, lease, sell and import products embodying or
produced through the use of such invention, provided that the Sponsor enters into
MIT’s standard form Nonexclusive Patent License Agreement, under which Sponsor
agrees to, among other things, (a) demonstrate reasonable efforts to commercialize
the technology in the public interest, (b) reimburse MIT for the costs of patent
prosecution and maintenance in the United States and any elected foreign country,
and (c) indemnify MIT for any liability arising from Company’s use or sale of the
invention; or

2. a royalty-bearing, limited-term, exclusive license (subject to third party rights, if any,
and in a designated field of use, where appropriate) to the Sponsor, including the
right to sublicense, in the United States and/or any foreign country elected by the
Sponsor pursuant to Section 11.C. below, to make, have made, use, lease, sell and
import products embodying or produced through the use of such invention, provided
that this option to elect an exclusive license is (a) subject to MIT’s concurrence and
the negotiation of commercially reasonable terms and conditions and (b) conditioned
upon Sponsor’s agreement to reimburse MIT for the costs of patent prosecution and
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maintenance in the United States and any elected foreign country and to cause any
products produced pursuant to this license that will be used or sold in the United
States to be substantially manufactured in the United States.

If the Sponsor and MIT do not enter into a license agreement within three (3) months after
Sponsor’s election to proceed under paragraph 11.B.1. or 11.B.2. above, the Sponsor’s
rights under paragraphs 11.B.1. and 11.B.2. will expire.

C. FOREIGN FILING ELECTION. If the Sponsor elects a license under 11.B.1 or 11.B.2., the
Sponsor shall notify MIT of those foreign countries in which it desires a license in
sufficient time for MIT to satisfy the patent law requirements of those countries. The
Sponsor will reimburse MIT for the out-of-pocket costs, including patent filing,
prosecution and maintenance fees, related to those foreign filings.

D. CONFIDENTIALITY OF INVENTION DISCLOSURES. The Sponsor shall retain all
invention disclosures submitted to the Sponsor by MIT in confidence and use its
best efforts to prevent their disclosure to third parties. The Sponsor shall be
relieved of this obligation only when this information becomes publicly
available through no fault of the Sponsor.

E. COPYRIGHT OWNERSHIP AND LICENSES. Title to and the copyright in any
copyrightable material first produced or composed in the performance of the
Research solely by employees and/or students of MIT shall remain with MIT.

1. For any copyrights or copyrightable material other than computer software
and its documentation and/or informational databases required to be
delivered in accordance with Attachment A, the Sponsor is hereby granted
an irrevocable, royalty-free, non-transferable, non-exclusive right and license
to use, reproduce, make derivative works, display, distribute and perform
all such copyrightable materials for the Sponsor’s internal purposes.

2. The Sponsor shall be entitled to elect, by notice to MIT within six (6) months
following MIT’s notification or delivery to the Sponsor of computer software
and its documentation and/or informational databases required to be
delivered to the Sponsor in accordance with Attachment A, a royalty-free,
non-transferable, non-exclusive right and license to use, reproduce, make
derivative works based upon, display, and distribute to end users, such
computer software and its documentation and/or databases for internal
and/or commercial purposes. If the use of the software would infringe
claims of a patent application filed pursuant to paragraph 11.A. above, then
the Sponsor will need to elect license rights in such patent as set forth in 11.B.
above in order to elect the license contemplated by this paragraph. If such
computer software is a derivative of MIT software existing prior to the start
of the Research, then such license may not be royalty-free.
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F. RIGHTS IN TRP. In the event that MIT elects to establish property rights other
than patents to any tangible research property (TRP), including but not limited
to biological materials, developed during the course of the Research, MIT and
the Sponsor will determine the disposition of rights to such property by
separate agreement. MIT will, at a minimum, reserve the right to use and
distribute TRP for non-commercial research purposes.

G. LICENSE EFFECTIVE DATE. All licenses elected by the Sponsor pursuant to
Sections B., E. and F. of this Article 11 become effective as of the date the Parties
sign a separate license agreement.

＜共著の著作物の取り扱い＞
10. JOINT INTELLECTUAL PROPERTY.

C. JOINTLY DEVELOPED COPYRIGHTABLE MATERIALS. Copyrightable materials,

including computer software, developed in the performance of the Research (i) jointly by

employees and/or students of MIT and employees of the Sponsor, or (ii) by employees of

the Sponsor with significant use of funds or facilities administered by MIT, shall be jointly

owned by both Parties, who shall each have the independent, unrestricted right to dispose

of such copyrightable materials and their share of the copyrights therein as they deem

appropriate, without any obligation of accounting to the other Party.

＜大学単独の著作物の取り扱い＞

11. MIT INTELLECTUAL PROPERTY.

E. COPYRIGHT OWNERSHIP AND LICENSES. Title to and the copyright in any
copyrightable material first produced or composed in the performance of the
Research solely by employees and/or students of MIT shall remain with MIT.

1. For any copyrights or copyrightable material other than computer software
and its documentation and/or informational databases required to be
delivered in accordance with Attachment A, the Sponsor is hereby granted
an irrevocable, royalty-free, non-transferable, non-exclusive right and license
to use, reproduce, make derivative works, display, distribute and perform all
such copyrightable materials for the Sponsor’s internal purposes.

2. The Sponsor shall be entitled to elect, by notice to MIT within six (6) months
following MIT’s notification or delivery to the Sponsor of computer software
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and its documentation and/or informational databases required to be
delivered to the Sponsor in accordance with Attachment A, a royalty-free,
non-transferable, non-exclusive right and license to use, reproduce, make
derivative works based upon, display, and distribute to end users, such
computer software and its documentation and/or databases for internal
and/or commercial purposes. If the use of the software would infringe
claims of a patent application filed pursuant to paragraph 11.A. above, then
the Sponsor will need to elect license rights in such patent as set forth in 11.B.
above in order to elect the license contemplated by this paragraph. If such
computer software is a derivative of MIT software existing prior to the start
of the Research, then such license may not be royalty-free.

＜共同研究成果として生まれた有体物の取り扱い＞

11. MIT INTELLECTUAL PROPERTY.

F. RIGHTS IN TRP. In the event that MIT elects to establish property rights other
than patents to any tangible research property (TRP), including but not limited
to biological materials, developed during the course of the Research, MIT and
the Sponsor will determine the disposition of rights to such property by
separate agreement. MIT will, at a minimum, reserve the right to use and
distribute TRP for non-commercial research purposes.

＜ノウハウの取り扱い＞

＜職務発明の取り扱い＞

9. SPONSOR INTELLECTUAL PROPERTY. Title to any invention made solely by the
Sponsor’s personnel without the use of MIT administered funds or facilities
(“Sponsor Invention”) shall remain with the Sponsor. Title to and the copyright in
any copyrightable material first produced or composed in the performance of the
Research solely by employees of the Sponsor without the use of MIT administered
funds or facilities (“Sponsor Copyright”) shall remain with the Sponsor. Neither
Sponsor Inventions nor Sponsor Copyrights shall be subject to the terms and
conditions of this Agreement.

10. JOINT INTELLECTUAL PROPERTY.

A. TITLE TO JOINT INVENTIONS. The Parties shall have joint title to (i) any invention
conceived or first reduced to practice jointly by employees and/or students of
MIT and employees of the Sponsor in the performance of the Research and (ii)
any invention conceived or first reduced to practice by employees of the
Sponsor in the performance of the Research with significant use funds or
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facilities administered by MIT (each, a “Joint Invention”). The Sponsor shall be
notified of any Joint Invention promptly after an invention disclosure is
received by MIT’s Technology Licensing Office. MIT shall have the first right to
file a patent application on a Joint Invention in the names of both Parties. All
expenses incurred in obtaining and maintaining any patent on such Joint
Invention shall be equally shared except that, if one Party declines to share in
such expenses, the other Party may take over the prosecution and maintenance
thereof, at its own expense, provided that title to the patent remains in the
names of both Parties.

B. LICENSES. Each Party shall have the independent, unrestricted right to license to
third parties any such Joint Invention without accounting to the other Party,
except that the Sponsor shall be entitled to request an exclusive license to MIT’s
interest in a Joint Invention as provided under paragraph 11.B.2. below.

C. JOINTLY DEVELOPED COPYRIGHTABLE MATERIALS. Copyrightable materials,
including computer software, developed in the performance of the Research (i)
jointly by employees and/or students of MIT and employees of the Sponsor, or
(ii) by employees of the Sponsor with significant use of funds or facilities
administered by MIT, shall be jointly owned by both Parties, who shall each
have the independent, unrestricted right to dispose of such copyrightable
materials and their share of the copyrights therein as they deem appropriate,
without any obligation of accounting to the other Party.

11. MIT INTELLECTUAL PROPERTY.

A. MIT INVENTIONS. MIT shall have sole title to (i) any invention conceived or first
reduced to practice solely by employees and/or students of MIT in the
performance of the Research (each an “MIT Invention”) and (ii) any invention
conceived or first reduced to practice by employees of the Sponsor with
significant use of funds or facilities administered by MIT, if the invention is
conceived or reduced to practice other than in the performance of the Research.
The Sponsor shall be notified of any MIT Invention promptly after a disclosure
is received by MIT’s Technology Licensing Office. MIT may (a) file a patent
application at its own discretion or (b) shall do so at the request of the Sponsor
and at the Sponsor’s expense.

B. LICENSING OPTIONS. For each MIT Invention on which a patent application is filed by
MIT, MIT hereby grants the Sponsor a non-exclusive, non-transferable, royalty-free
license for internal research purposes. The Sponsor shall further be entitled to elect one
of the following alternatives by notice in writing to MIT within six (6) months after
MIT’s notification to the Sponsor that a patent application has been filed:
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1. a non-exclusive, non-transferable, world-wide, royalty-free license (in a designated
field of use, where appropriate) to the Sponsor, without the right to sublicense, in the
United States and/or any foreign country elected by the Sponsor pursuant to Section
11.C. below, to make, have made, use, lease, sell and import products embodying or
produced through the use of such invention, provided that the Sponsor enters into
MIT’s standard form Nonexclusive Patent License Agreement, under which Sponsor
agrees to, among other things, (a) demonstrate reasonable efforts to commercialize
the technology in the public interest, (b) reimburse MIT for the costs of patent
prosecution and maintenance in the United States and any elected foreign country,
and (c) indemnify MIT for any liability arising from Company’s use or sale of the
invention; or

2. a royalty-bearing, limited-term, exclusive license (subject to third party rights, if any,
and in a designated field of use, where appropriate) to the Sponsor, including the
right to sublicense, in the United States and/or any foreign country elected by the
Sponsor pursuant to Section 11.C. below, to make, have made, use, lease, sell and
import products embodying or produced through the use of such invention, provided
that this option to elect an exclusive license is (a) subject to MIT’s concurrence and
the negotiation of commercially reasonable terms and conditions and (b) conditioned
upon Sponsor’s agreement to reimburse MIT for the costs of patent prosecution and
maintenance in the United States and any elected foreign country and to cause any
products produced pursuant to this license that will be used or sold in the United
States to be substantially manufactured in the United States.

If the Sponsor and MIT do not enter into a license agreement within three (3) months after
Sponsor’s election to proceed under paragraph 11.B.1. or 11.B.2. above, the Sponsor’s
rights under paragraphs 11.B.1. and 11.B.2. will expire.

C. FOREIGN FILING ELECTION. If the Sponsor elects a license under 11.B.1 or 11.B.2., the
Sponsor shall notify MIT of those foreign countries in which it desires a license in
sufficient time for MIT to satisfy the patent law requirements of those countries. The
Sponsor will reimburse MIT for the out-of-pocket costs, including patent filing,
prosecution and maintenance fees, related to those foreign filings.

D. CONFIDENTIALITY OF INVENTION DISCLOSURES. The Sponsor shall retain all
invention disclosures submitted to the Sponsor by MIT in confidence and use its
best efforts to prevent their disclosure to third parties. The Sponsor shall be
relieved of this obligation only when this information becomes publicly
available through no fault of the Sponsor.

E. COPYRIGHT OWNERSHIP AND LICENSES. Title to and the copyright in any
copyrightable material first produced or composed in the performance of the
Research solely by employees and/or students of MIT shall remain with MIT.

1. For any copyrights or copyrightable material other than computer software and its
documentation and/or informational databases required to be delivered in accordance

̶ 72 ̶



UCIP 国際共同研究契約チェックリスト第 4 節「研究成果取り扱い」

41

with Attachment A, the Sponsor is hereby granted an irrevocable, royalty-free, non-
transferable, non-exclusive right and license to use, reproduce, make derivative
works, display, distribute and perform all such copyrightable materials for the
Sponsor’s internal purposes.

2. The Sponsor shall be entitled to elect, by notice to MIT within six (6) months
following MIT’s notification or delivery to the Sponsor of computer software and its
documentation and/or informational databases required to be delivered to the
Sponsor in accordance with Attachment A, a royalty-free, non-transferable, non-
exclusive right and license to use, reproduce, make derivative works based upon,
display, and distribute to end users, such computer software and its documentation
and/or databases for internal and/or commercial purposes. If the use of the software
would infringe claims of a patent application filed pursuant to paragraph 11.A. above,
then the Sponsor will need to elect license rights in such patent as set forth in 11.B.
above in order to elect the license contemplated by this paragraph. If such computer
software is a derivative of MIT software existing prior to the start of the Research,
then such license may not be royalty-free.

F. RIGHTS IN TRP. In the event that MIT elects to establish property rights other
than patents to any tangible research property (TRP), including but not limited
to biological materials, developed during the course of the Research, MIT and
the Sponsor will determine the disposition of rights to such property by
separate agreement. MIT will, at a minimum, reserve the right to use and
distribute TRP for non-commercial research purposes.

G. LICENSE EFFECTIVE DATE. All licenses elected by the Sponsor pursuant to
Sections B., E. and F. of this Article 11 become effective as of the date the Parties
sign a separate license agreement.
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The University of Tokyo
Collaborative Research Agreement

Terms and Conditions of Agreement

(Draft)

13 Notice of Inventions

If any researcher or research collaborator of either Party (collectively, a “Researcher”) has conceived any
Invention as a result of the Collaborative Research, the University or the Partner shall promptly notify the
other Party, and shall discuss with that Party regarding the share of ownership and the determination of
whether or not to file an application for the Intellectual Property Rights which relate to such Invention.

15 University Intellectual Property

15.1 TITLE TO INVENTIONS. All Intellectual Property Rights for an Invention conceived through the sole
effort of a Researcher of the University as a result of the Collaborative Research shall be solely owned by
the University (the “University Invention” and “University Intellectual Property Rights”).

15.2 APPLICATION FOR UNIVERSITY INVENTIONS. The University shall notify the Partner promptly
after having made the University Invention, and, in consideration of the request from the Partner, may file
an Application at its own discretion for such University Invention. If the Partner elects its license option
for any foreign countries as described in Article 15.3 (A) and (B), the Partner shall notify the University
and the University will file an Application in such countries.

15.3 LICENSING OPTION. In the event that the Application for the University Invention is filed, the Partner
has the exclusive option to elect the following licenses by notifying in writing to the University within the
Option Period. The University and the Partner shall enter into the license agreement after the discussion
of the commercially reasonable terms and conditions within three (3) month after exercise of the option.

A. a non-exclusive, non-transferable, royalty-bearing license without the right to sub-license (in a
designated field of implementation) the Partner to implement the University Intellectual Property
Rights for the University Invention in Japan and/or any foreign countries elected by the Partner,
provided that the Partner agrees to (i) demonstrate reasonable efforts to commercialize the University
Invention in the public interest and (ii) pay all prosecution and maintenance costs in all countries,
including Japan, in which the Partner is granted a non-exclusive license right under this paragraph; or

B. an exclusive, non-transferable, royalty-bearing license with the right to sub-license (in a designated
field of implementation) the Partner to implement the University Intellectual Property Rights for the
University Invention in Japan and/or any foreign countries elected by the Partner; provided that the
Partner agrees to (i) demonstrate reasonable efforts to commercialize the University Invention in the
public interest and (ii) pay all prosecution and maintenance costs in all countries, including Japan, in
which the Partner is granted an exclusive license right under this paragraph .

16 Option Period

16.1 The Option Period shall be up to eighteen (18) months from the filing date of the Application, and shall be
determined in a joint application agreement or other agreement in writing between the Parties.

16.2 If the Partner wishes to extend the Option Period during the first Option Period, the Partner shall request
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an extension from the University, and upon obtaining the University’s consent, may extend the Option
Period in writing.

16.3 If the Partner intends to use and gain a profit from the Intellectual Property Rights during the Option
Period, the Partner shall consult with the University in advance regarding such treatment.

22 Identification of Know-How

22.1 If either Party desires to keep confidential any proprietary information which was created as a result of the
Collaborative Research, the University and the Partner shall promptly discuss and identify the same in
writing.

22.2 If both Parties agree to keep such proprietary information confidential (the “Know-How”), then the
Know-How shall not be disclosed or leaked to any third party without prior written consent of the other
Party. The confidentiality period for the Know-How is starting from the day of identification of such
Know-How to the end of the period set forth in Paragraph 12 of the Agreement Particulars. Provided,
however, that during the discussion to identify the Know-How, the period may be changed from the period
set forth in Paragraph 12 of the Agreement Particulars. Also, if it is necessary after the identification of
the Know-How, the University and the Partner may discuss and extend or shorten the period of
confidentiality.
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国際共同研究契約

第 5 節「研究成果実施」条項チェックリスト

25. 大学単独発明の相手方によるライセンス

26. ライセンス契約締結の際の期間、有効日、延長等

27. 研究目的の実施許諾の留保、終結など

28. 海外出願と海外での実施の条件

29. 著作物のライセンス

30. ライセンス希望提出期限と非提出のときの扱い

31. 共同発明（出願）の第三者への実施許諾

32. ＴＬＯ機関の利用

２５. 大学単独発明の相手方によるライセンス

□ 単独発明（権利）関しての付帯条件なし

□ 付帯条件有り

□ 共同研究先は第三者より優位な条件、順位で権利利用を認める。

□ 期限付き：非排他的・排他的実施権を許諾するにあたり、その選択

のための期限を設ける。

□ 条件付き：特許料、期限付き、第三者へのライセンス許可などにか

かる条件を付ける。

［留意点］

■ＳＦ大学では、ＳＦの施設を利用し、職員により開発された全ての技術に関しての

特許権がＳＦに帰属する（SF 9.12）ので、相手方は、このＳＦの単独権利に関する

非排他的または排他的な実施権（第三者への再実施許諾を含め）を得ることになる。

■現在の電気通信大学のひな形では、First Refusal Right（6.3）の項は削除されて

いる。

[注]

■SF 例：・ＳＦの施設を利用し、職員により開発された全ての技術に関しての特許権

などはＳＦ全権利を保有する(SF 9.1)。ＳＦと相手方が共同で開発した技術は共有と

する。（SF 9.12）。

・特許化可能なＳＦ技術である旨の文書での通知後、３ケ月以内に相手方は非排他的

または排他的実施契約（特許料、期限付き、第三者へのライセンス許可つきなど）を

選択することができる(SF 9.4)。

■MIT 例：・MIT により出願された MIT 発明は、相手方の自己の研究目的であれば、

特許料なしなどの条件でライセンスする（MIT 11.B）。

・相手方は、書面での通知後、６ケ月以内に非排他的か排他的実施契約（特許料、期

限付き、第三者へのライセンス許可つきなど）を選択することができる(ほぼＳＦと

同様な条件付 MIT11.B1.2.)
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■UEC 例：・両者は、全ての発明に関しては、速やかに相手方に報告をすることが義

務づけられているが、何れの者も相手方の単独発明に異議を申し立てることはできな

い（UEC6.1）。

・何れの当事者も、その一方のみの研究者で創作された発明は、その当事者に帰属す

る（6.2(a)）。

・First Refusal Right（先買い権）／相手方が UEC(電通大)が所有する単独発明にか

かる権利を得ることを希望するときには、第三者への契約に先駆けて相手方と交渉す

るものとする（6.3）。

・UEC が単独で所有する本知的財産権に関しても、相手方が独占的実施権を希望した

場合、これを許諾することができるものとしている(UEC7.1)。

■東大例：大学の単独発明（出願）については、相手先は Option 期間（UT 16）内に、

非排他的、排他的実施契約など（UT 15.3A,B）の契約に独占的な Option を持つ。

（UT 15.3）

２６. ライセンス契約締結の際の期間、有効日、延長等

(１)ライセンス期間（有効日）と条件

□ライセンス契約の Effective Date の記載

□記載する

□記載しない。

□ライセンス同意書(a separate license agreement)の作成

□別途作成

［留意点］

■”RESEARCH AGREEMENT”とは別に、実施にかかるライセンス同意書（license

agreement）を作成する。

■SF 大の 9.5（2010.2.2 版）では、添付のライセンス同意書(a separate license

agreement)と表現をしている。

■ＳＦ、ＭＩＴには「独占実施期間の延長」にかかる規定はない。

[注]

■SF 例：相手方によって選択された全ての第９章（知的財産権とその他の財産権）

記載のライセンスは、両者が、添付のライセンス同意書(a separate license
agreement)にサインした日をもって有効とする。この同意書には、損害補償、保険、

非保証などが含まれる(SF 9.5)。

■MIT 例：第１１章（知的財産権）B,E,F の記載に従い、相手方によって選択された

全てのライセンスは、両者が添付のライセンス同意書(a separate license agreement)
にサインした日をもって有効とする（MIT 11G）

■UEC例： 契約期間 本契約の有効期間は、研究期間中（２条２項記載で日付を記載）

とする。(UEC 9.1)

（２）独占実施期間の延長

□独占実施期間の延長にかかる記載有り
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□なし

□延長可の同意書の記載事項

□損害補償、非保証などを含める

[注]

■UEC 例：相手方から UEC に対して独占的実施権の期間を延長の申し出があったときに、

それが妥当であると判断した場合、その期間を延長することができる(UEC 7.1.1)

２７. 研究目的の実施許諾の留保、終結など

□ライセンス付与の留保項目の有無

□日本政府から資金援助を受けている場合

□ライセンス付与後のライセンスの終結

□公共の利益を阻害する場合

［留意点］・日本政府から資金援助を受ける日本の大学にとっては重要な事項である

ため、盛り込んでおきたい。(UEC 7.6)

・SF、MIT にはこのような留保にかかる条項はない。

・東大では、実施ライセンスなどを許可した場合であっても、その内容が

significantly damages the public interest であるとされるときには、そ

の契約を終了（Terminate）することがあり得るとしている。(UT 19.2)

[注]

■UEC 例：本研究が日本政府から資金援助を受けている場合の権利の留保がある。

■東大例：共同特許出願について、相手先やその指定第三者に対して第 14.3(A.B)（非

排他的、排他的実施など）に記載された実施にかかるライセンスを許可した

場合であっても、その契約が公共の利益を著しく阻害することが分かったと

きには、大学はその契約を終了（Terminate）することがある。(UT 19.2)

２８. 海外出願と海外での実施の条件

□米国での特許出願

□米国以外の国に特許出願を希望するときの条件

□発明が単独か共同かでのすみわけ

□発明が単独でなされ場合（単独出願）

□発明が共同でなされた場合（共同出願）

□出願費用などの負担にかかる事項

□相手方（企業側）の負担

［留意点］

■ 上記 MIT 11C（海外出願の選択）は、MIT 単独技術に関して特許出願にかかること

が明確化されており、この点(SF9.7)とは異なっている。SF9.7 では、文脈上では、

共同発明（共同出願）にあっても適用されよう。

■ 電気通信大学の雛形には、海外特許出願にかかる章はない。
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［注］

■SF 例：相手方は、米国以外でライセンスを望む国について、SF に、SF がそれらの国

の特許法の要求に沿えるように充分な時間をとって通知する。

・相手方は、特許にかかる諸費用を SF に対して補償する。(SF9.7)

■MIT 例：相手方が第 11.B.1 or 11.B.2（MIT の単独発明で、MIT 単独の米国特許出願が

あったときの非排他的か排他的実施権の選択）を選んだときに、相手方は、

米国以外でライセンスを望む国について、SF に、SF がそれらの国の特許法

の要求に沿えるように充分な時間をとって通知する。

・相手先は、特許にかかる諸費用を SF に対して補償する。(MIT 11C)

■東大例：共同特許出願について、一方が第 14.3(A.B)（非排他的、排他的実施など）

に記載された外国での実施にかかるライセンス・オプションを選択したとき

には、その者は自費でその国での出願をすること。(UT 14.2)

２９. 著作物のライセンス

□著作権の定義

□著作権を一般的な“知的財産権”に定義して含める

□一般的な“知的財産権”の定義に含める

□定義に含めない

□著作権にかかるすみわけ

□一般的な著作物にかかる著作権とコンピュータソフトにかかる著作権と

をすみ分ける。

□著作権として一つとして扱う。

□著作権の帰属先とラセンス

□帰属先

□利用範囲、条件

[留意点］

■SF では、一般的な著作物等とコンピュータソフトを“著作権”として扱っている。

■MIT では、その職員などによる単独研究の行為の中で創作された全著作物、著作権

にかかり、相手先は、その内部的な利用が許されることが明文化されているが(MIT

11 柱書、E11)が、SF（SF 9.8）にはその明文化がない。

■MIT では、一般的な著作物の著作権とコンピュータソフトにかかる著作権を分けて

扱っている。

■電気通信大学では、著作権は“知的財産権”の定義に含めている。

［注］

■SF 例：相手方は、著作権の利用、複製、展示、配信、コンピュータソフトの実行、

任意の分野での商業的な書類などに関し、排他的な有償ライセンスを選択できる。相

手方は、SF がライセンス可能な著作対象物を開示してから 3 ヶ月以内に選択をする必

要がある。(SF 9.8)

■MIT 例：＜帰属＞MIT の職員、学生による単独研究の行為の中で創作されたいかな

る著作物にかかる作品と著作権は、MIT に帰属する。(MIT 11E)
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＜利用＞相手先は、全著作権、著作物（コンピュータソフトを除く）に関

しては、それが相手先の内部利用であれば、絶対的に、無償で、非

移転的、非排他権的あれば、利用、生産、派生的な作成、展示、配

信などは許される。（MIT 11E 1）

・コンピュータソフトウエア、その資料、データベースに関しては、

MIT の Notification（条件 Aあり）から 6ヶ月以内に、無償で、非

移転的、非排他権的あれば、利用、生産、派生的な作成、展示、エ

ンドユーザへの配信などが、内部利用・商業的利用に使うことを選

択する権利がある。（MIT 11E 2）

■UEC 例：電気通信大学では、著作権は「知的財産権の定義」に含めている 。

1.4 「本知的財産権」とは、「本発明」における知的財産の所有に直接関

係するあらゆる形態の権利を意味し、特許、実用新案、意匠、商標、半導

体集積回路の回路配置、保護対象植物品種、植物素材および他の法域にお

けるこれらの同等物の所有に伴う権利を含む。著作権の対象となるコンピ

ュータ･プログラム著作物、データベース著作物および他の法域におけるこ

れらの同等物の著作権、及びノウハウを使用する権利も本知的財産権に含

まれる。(UEC 1.4)

■東大例：東大では、知的財産権を、特許権、実用新案権、意匠権、著作権、トレー

ドマーク、ノウハウや、それらを取得する権利などに限らず、全ての世界

的知的財産権を意味するものと定義している。（UT 1.1）

３０. ライセンス希望提出期限と非提出のときの扱い

(１）期限の設定

□相手方の自己実施

□大学側からのライセンス許諾に期限をつける。

□期限なし

□排他的、非排他的実施権の選択実施

□大学側からのライセンス許諾に期限をつける。

□期限なし

（２）期限を過ぎたときの扱い

□大学の義務

□義務なし

・大学側に、相手方に対して優先的なライセンス許諾する義務をなくす。

□義務は存続

［留意点］

■米国特許法第 262 条の原則通り「共有の権利について、各自がその持分に

つき第三者へのライセンスなどができる」とするのであれば、ライセンスの

希望期限をつける必要はなくなる（MIT10.B）。

［注］

■SF 例：・相手方は（企業側）は、SF の技術の発明にかかる特許許可通知の

受領後３ヶ月内に、SF に対して文書をもって、非排他的ライセンス、排他的

ライセンスを選択することの通知ができる(SF 9.4)）
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・これをもって、相手方が、文書で３ヶ月以内に、SF に書面による通知をし

なければ、SF は相手方にそれ以上の責任を持たずに、SF の特許技術を第三者

にライセンスをすることができる。(SF9.9)

■MIT 例：・両者は、独自に、制限を受けることなく、いかなる共同発明を

第三者に他方の同意が得なくとも（但し、共同出願であって MIT の持分に関

して特別の条件を課しているときを除く）権利をライセンスすることができ

る。(MIT10.B)

■UEC 例： 共同研究者は、共同出願契約の締結までに、７条１項（独占的実

施権）か７条２項（非独占的実施）を選択することを規定している。（UEC

7.3）

■東大例：共同特許出願について、一方が第 14.3(A.B)（非排他的、排他的

実施など）に記載された外国での実施にかかるライセンス・オプションを選

択できる期間（Option Period）は、その出願の日から 18 カ月以内で、各共

同出願契約書などの記載に基づき決定する。(UT 16.1)

３１. 共同発明（出願）の第三者への実施許諾

□別段の規定を設けない（原則通りの規定とする）

米国特許法第 262 条の原則通り、共有の権利について、各自がその持分につき第三者へ

のライセンスなどができる、とする。

□共同研究契約に別段の規定を設ける

□ 特許の権利登録国と準拠法の関係を記載する

□第三者へのライセンス

□可能（特許の権利登録国に関わらず米国特許法第 262 条の原則通り、

共有の権利について、各自がその持分につき第三者へのライセンス

などができる、とする。

□できない

□日本特許のライセンス

□各国法に準拠（可能日本特許は日本特許法によって解釈し、米国特

許は米国特許法で解釈する）。

□ 双方の権利者は第三者へライセンスすることができることの原則とし、

（MIT 10B）、但し

□Sponsor（企業側）が、排他的独占権を希望しているときを例外とする

（MIT 10B､11･2）

□独占的実施権と通常実施権についてすみわける（条件分け）

□条件分けを必要とし明文化する（規定する）

□相手方（企業）が独占的実施権を有するときには、その者のみ

が第三者への通常実施権を許諾できる（UEC7.5）

□通知、同意の必要性（Notice, Consent, Inform）

□文書による Notice（通知）が必要

第三者へのライセンスに関して、相手方に文書をもって通知をすること

（ SF9.9）

□通知に期限をつけない
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□期限（３ヶ月以内）を付ける（SF9.9）

■ＳＦの例(9.4&9.9)：

Sponsor に、発明にかかる特許登録通知の受領後３ヶ月以内に、SF に

対して文書をもって、非排他的ライセンス、排他的ライセンスを選択さ

せる(9.4)。共同研究相手方が、文書をもって、３ヶ月以内に、通告しな

ければ、SF は相手方にそれ以上の責任を持たずに、SF 特許技術を第三者

にライセンスをすることができる(9.9)。

□文書による Consent（同意）が必要

第三者へのライセンスに関して、相手方に文書をもって Consent を得ること

（UEC7.5）

□排他的実施権などの設定後に実施がなされないときの扱い

□単独出願

□共同出願

□排他実施権契約の終結

■東大例：相手先や相手先が指定する第三者に排他実施権、移転不可の

実施権、再実施契約など（UT 14.3(B)共同出願、UT 15.3(B)単独出願）

を締結した後で、一定期間内に正当な理由がなくその実施がないときに

は、大学は、事情聴取後に、排他的実施契約を終結できる。

（Implementation Target Period UT 19.1）研究目的の実施許諾の

留保、終結など

[留意点]：

■ 米国の特許法（第 262 条）では、「共有の特許権に関し、共同所有者契約に別段の規

定がない場合は，特許の共同所有者は，各自他の共同所有者に同意を得ることなく，

また報告することなく，特許された発明を合衆国内で製造，使用，販売の申出若しく

は販売し，又は合衆国に輸入することができる」とある。

＊第 262 条には、第三者に対し、自己の持分につき自由に通常実施権を許諾で

き、また自らの持分を他の者に譲渡するができることが明文化はされていないが、

本解釈には多くの判例などが存在する。

即ち、米国の大学、企業との共願にあっては、原則、各自他の共同所有者に同意

を得ることなく処分が可能となる。

■日本の特許法 （共有に係る特許権）第 73 条では、「特許権が共有に係るときは、各

共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、実施権の設定ができ

ないこと」となっているため大きく異なる。

■ 米国法の原則通り、双方が、第三者へのライセンスなどを認めるも、別段の規定で、

条件（通知義務など）を付けることの必要性を認識すべきである。

■ 日本に大学としては、契約により一定期間、譲渡禁止や実施権設定をしない特約を行

うことや、大学自身が実施しないことの特約を設け、その代償として、いわゆる不実

施補償を得ることを検討するべきか。

■ Notice”通知”、 Consent”同意”、Inform などの文言を使い分けること。

Notice (n)…… 単に notice で良いのか、written notice かどうか。

Consent (n)…. 単に consent で良いのか、prior consent かどうか。

Inform (vt)…..「通知する」と動詞で用いる場合は、契約書中は「文書で」等の修
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飾語がつく場合が多く、provide written notice などがよく見られる。

[注]：

■日本の特許法と米国の特許法の差異／共有権利の行使（権利の譲渡）

・日本の特許法 （共有に係る特許権）第 73 条

１．特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持

分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。

２．特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定めをした場合を除き、他

の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。

３．特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特

許権について専用実施権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができない。

・日本の特許法 （特許を受ける権利）第 33 条

１．特許を受ける権利は、移転することができる。

３ 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得

なければ、その持分を譲渡することができない。

４ 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得

なければ、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、仮専用

実施権を設定し、又は他人に仮通常実施権を許諾することができない。

・米国の特許法

35 U.S.C. 262 Joint owners.

In the absence of any agreement to the contrary, each of the joint owners of a

patent may make, use, offer to sell, or sell the patented invention within the

United States, or import the patented invention into the United States, without

the consent of and without accounting to the other owners.(Amended Dec. 8, 1994,

Public Law 103-465, sec. 533(b)(3), 108 Stat. 4989.)

第 262 条 共同所有者契約に別段の規定がない場合は，特許の共同所有者は，各自他

の共同所有者に同意を得ることなく，また報告することなく，特許された発明を合衆

国内で製造，使用，販売の申出若しくは販売し，又は合衆国に輸入することができる。

■ [参考論文]：

「12 日米の共同発明に関する法律の比較及び技術移転に与えるその影響について」

http://www.iip.or.jp/summary/pdf/detail04j/16_12.pdf より

米国においては、それによる収益を他の共有者に配分することを要求されることなく当

該特許を単独でかつ自由に実施する権利がそれぞれの共有者に対し認められている。

さらにそれぞれの共有者は、それによる収益を他の共有者に配分するよう求められる

ことなく他の者に対し単独でかつ自由に通常実施権を与えることができるし、また自

らの判断にのみ基づき当該特許に対する自らの持分を他の者に譲渡することもできる

(下記 判例ＵＲＬ)。それらのルールは、それぞれの共有者による発明の最大限の利

用を奨励する役割を果たすものと言えるだろう。ただし、特許全体の譲渡を行うか又

は専用実施権を設定する場合には、すべての共有者の同意を得ることが必要になる。

Continental American Corp. v. Barton, 1991 U.S.App.LEXIS 8505
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３２. ＴＬＯ機関の利用

□ＴＬＯの利用の記載

□なし

□有り

□ＴＬＯを利用することへの同意

［留意点］

■ＳＦ、MIT の規定にはＴＬＯ機関利用にかかる規定はない。

［注］

■UEC例：相手方は共有の本知的財産権について、大学がＴＬＯを利用して実施許諾を行

うことについて同意すること。(UEC 7.4)

・UEC が権利者・義務者として負う義務を、ＴＬＯ機関がUECに代わり行使・履す

ることに同意すること。(UEC 7.4)

・相手方は、共同研究の成果をＴＬＯに提供・開示することに同意すること。

（UEC4.1.1）

■東大例：大学の責務をもって、オーソライズしたＴＬＯに従うことを保証する。(UT

25)
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Stanford University

SPONSORED RESEARCH AGREEMENT（2-02-10 版）
Stanford 大学共同研究契約書（雛形）

This Agreement is between –- (“Sponsor”) and The Board of Trustees of The Leland
Stanford Junior University (“Stanford”)

9. INTELLECTUAL AND OTHER PROPERTY

＜大学単独発明の相手方によるライセンス＞

9.1 Ownership of Technology. Stanford owns the entire right, title, and interest, including all

patents, copyrights, and other intellectual property rights, in and to all Technology

developed using Stanford facilities and by Stanford personnel (“Stanford Technology”)

under this Agreement. Sponsor owns all interests, including all patents, copyrights, and

other intellectual property rights, in and to all Technology developed using Sponsor

facilities and by Sponsor personnel under this Agreement (“Sponsor Technology”).

Technology that is jointly developed by Stanford and Sponsor personnel will be jointly

owned (“Joint Technology”).

9.4 License Election. By giving written notice to Stanford within 3 months after
notice of patentable Stanford Technology, Sponsor may elect one of the following
alternatives:

(a) Non Exclusive License. A nonexclusive, nontransferable (without the right to

sublicense), worldwide license in a designated field of use to make, have made,

use, and sell products covered by the patent application on terms to be

negotiated. Stanford may at its option discontinue patent prosecution or

maintenance of any invention licensed to Sponsor under this alternative for

which Stanford is paying patent-related costs; or

b) Exclusive License. A royalty-bearing, limited-term, exclusive, field-of-use

license (subject to third-party rights, if any), including the right to sublicense,

in the United States or any other country elected by Sponsor (subject to

Paragraph 9.7 below) to make, have made, use, and sell products covered by

the patent application, in exchange for Sponsor’s agreement to diligently

commercialize the invention and that any licensed products sold in the United

States will be substantially manufactured in the United States.
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＜ライセンス契約締結の際の契約内容＞

9.5 License Terms and Conditions. All licenses of this Section 9 elected by Sponsor are

effective as of the date the parties negotiate and sign a separate license agreement, which

will contain indemnity, insurance, and no-warranty provisions, in addition to other

customary terms and conditions.

＜共同発明のライセンス＞

9.6 License to Joint Technology. Sponsor may, at its option under 9.4(b),
exclusively license Stanford’s rights in Joint Technology.

＜海外出願の条件＞

9.7 Foreign-Filing Election. Sponsor will notify Stanford of those countries outside the United

States in which it desires a license in sufficient time for Stanford to satisfy the patent-law

requirements of those countries. Sponsor will reimburse Stanford for out-of-pocket costs

for those filings, including patent filing, prosecution, and maintenance fees.

＜著作物のライセンス＞

9.8 Copyright Licenses. Sponsor may elect to negotiate a nonexclusive or exclusive (subject to

third party rights, if any) royalty-bearing license to use, reproduce, display, distribute and

perform computer software and its documentation for commercial purposes in a designated

field of use. Sponsor must elect within 3 months of notice of Stanford’s disclosure of

copyrightable material available for license. Computer software for which a patent

application is filed is subject to Paragraph 9.4.

＜ライセンス希望提出期限＞

9.9 Non-Election. If Sponsor does not provide written notice to Stanford within 3
months of a written disclosure under Paragraph 9.4, 9.6 or Section 9.8,
Stanford has no further obligations to the Sponsor and may license the
Stanford Technology to third parties.

・9.4 ライセンスの選択

Sponsor（企業側）は、SF の技術の発明にかかる特許許可通知の受領後３ヶ月内に、

SF に対して文書をもって、次に何れかを選択することを Notice（通知）できる。

(a) Non Exclusive License （非排他的ライセンス）

(b) Exclusive License （排他的ライセンス）
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・9.9 共同研究相手先が、上記 9.4 にかかり、文書をもって、３ヶ月以内に、SF に

Provide written notice（通告）しなければ、SF は相手先にそれ以上の責任を持たず

に、SF 特許技術を第三者にライセンスをすることができる。

＜研究目的の実施許諾権の留保＞
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COLLABORATIVE RESEARCH AGREEMENT (sample)
The University of Electro-Communications (“UEC”)

電気通信大学英文共同研究契約書（雛形）

＜大学単独発明の相手方によるライセンス＞

6. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
6.1. Report of Inventions. Either party shall promptly report all Inventions to the other
party. Neither party shall make any claim to the other party’s Sole Invention.
6.2. Ownership of Inventions.
(a) Inventions created only by the Researchers (including Research Adjuncts; the same
shall apply from this Section to Section 6.5) of UEC shall be owned by UEC side, and
Inventions created only by the Researchers of Collaborator shall be owned by
Collaborator (Collectively, “Sole Inventions”);
(b) Inventions created jointly by the Researchers of UEC and the Researchers of
Collaborator shall be jointly owned by the UEC side and Collaborator ("Joint Inventions").
The share of Inventions and the countries where applications of the patent rights will be
made will be determined by discussions between the parties and the applications will be
made according to the Joint Application Agreement set forth in 6.4 below.
6.3 First Refusal Right. In case Collaborator wishes to obtain any rights relating to the Sole
Inventions held by UEC side, the Collaborator may negotiate with the UEC side on the
terms and conditions to obtain such rights, including ownership of, or a license to use the
Sole Invention held by UEC. UEC shall negotiate with Collaborator prior to negotiation
with third parties if Collaborator expresses its desire as stated above.

＜ライセンス契約締結の際の契約内容＞ ＜共同発明のライセンス＞

7. GRANTING OF LICENSES
7.1. Grant of Exclusive License to Collaborator. With respect to Intellectual Property
Rights jointly owned by the parties or owned by UEC solely, if UEC accepts the request of
Collaborator for Exclusive License, the parties shall execute Exclusive License agreement
separately in which necessary matters are stipulated such as terms and conditions,
including distribution of the license fee in the case Collaborator grants a Nonexclusive
License to a third party.
7.1.1. If Collaborator requests of UEC the extension of the period of Exclusive License,
and then if UEC judges that Collaborator actually is Exercising Exclusive License, or is
highly likely to Exercise such in the future, and so extension of the period is appropriate,
the parties may execute an amendment agreement to extend the relevant period.
7.2. Nonexclusive Exercise of Jointly-owned Intellectual Property Rights by Collaborator.
If Collaborator wishes to Exercise the Intellectual Property Rights jointly owned by the
parties without grant of Exclusive License, either of the following shall be chosen:
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(a) In the event Collaborator pays royalty to UEC, which adequately reflect Collaborator’s
recognition of the fact that UEC shall Exercise the relevant Intellectual Property Rights
only for non-commercial purposes as research and education, as provided in a separate
agreement in accordance with the share of UEC:
In such circumstances, UEC and Collaborator may grant Nonexclusive License to third
party as to the relevant Intellectual Property Rights pursuant to Section 7.5.1and 7.5.2.
(b) In the event Collaborator Exercises the relevant jointly-owned Intellectual Property
Rights without paying royalty to UEC:
In such circumstances, pursuant to Section 7.5.3., UEC may grant Nonexclusive License of
the relevant Intellectual Property, to third party, and Collaborator must agree to such.

＜海外での実施の条件＞

＜著作物のライセンス＞

＜ライセンス希望提出期限＞

7.3. Collaborator shall choose any one of the means as referred to in Section 7.1 and the
respective items of Section 7.2 by the time of the execution of a Joint Application
Agreement, and the parties shall stipulate such in the Joint Application Agreement.

＜第三者への実施許諾＞

7.4. Use of TLO.

7.4.1. Use of TLO

＜7.5 第三者に対する実施の許諾等＞

7.5 Grant of License etc. to a Third Party. When either party is to assign or establish
a pledge or grant a license to a third party as for its share of the Intellectual Property
Rights jointly owned by the parties, the party shall obtain written consent from the
other party in advance. Provided, however, that concerning the Intellectual Property
Rights jointly owned by the parties and of which Exclusive License is owned by
Collaborator, Collaborator alone may grant Nonexclusive License to a third party, and
UEC shall, except for in cases where the conditions for the relevant grant is
unreasonable (which means cases where the license fee is unreasonably low in the
light of license agreements for similar types of Intellectual Property Rights, or where
the license period is unreasonably long, .), consent to the grant of Nonexclusive
License to a third party. Additionally, when establishing or granting the license or
assigning the share of UEC to the TLO, such shall be in accordance with Section 7.4.
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7.5.1. Concerning the Intellectual Property Rights jointly owned by the parties,
if it is stipulated in the Joint Application Agreement that Section 7.2, Item (a)
will be applicable, when either party is to grant Nonexclusive License to a third
party the relevant Intellectual Property Rights, the party shall disclose to the other
party in advance in writing the relevant third party to which such is granted, the
scope and conditions of licensing and request consent. Note that the party of which
consent is requested must give consent except for in cases where the conditions of
the relevant grant are unreasonable (this means the cases as set forth in Section
7.5).
7.5.2. License fees in the case license is granted to a third party pursuant to
the preceding paragraph, in accordance with the shares of UEC and Collaborator
relating to the Intellectual Property Rights, shall be distributed respectively.
7.5.3. Concerning Intellectual Property Rights jointly owned by the parties, if
the fact is stipulated that Section 7.2, Item (b), is applicable in the Joint
Application Agreement, when UEC requests consent from Collaborator pursuant to
Section 7.5 as to grant of Nonexclusive License to a third party the relevant
Intellectual Property Rights, Collaborator shall consent to such. As for the license
fees from third parties shall be received solely by UEC, not distributed to
Collaborator.
7.6. Reserve the Right to Grant License to Practice Non-commercial Research.
Concerning Intellectual Property Rights solely owned by UEC which Exclusive
License is owned by Collaborator and Intellectual Property Rights jointly owned by
the parties, to the extent that Research Program has been partially funded by the
Japanese government, UEC will reserve the right to grant Nonexclusive License only
to practice non-commercial research to universities, colleges, institutes, and other
public research institutes in Japan.
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電気通信大学英文共同研究契約サンプルの和訳

共 同 研 究 契 約 書（雛形）

７．実施権の許諾

7.1 共同研究者に対する独占的実施権の許諾 UEC 及び共同研究者の共有又はUEC が単独で

所有する本知的財産権に関し、共同研究者が独占的実施権を希望し、UEC がこれに応ずる

場合、UEC 及び共同研究者は、当該独占的実施権についての期間、実施料、共同研究者が

第三者に非独占的通常実施権を許諾した場合の実施料の配分等を規定した独占実施権に

関する契約を別途締結するものとする。

7.1.1 共同研究者がUEC に対し、独占的実施権の期間を延長したい旨の申し出をなし、UEC

が、共同研究者が独占的実施権を現に実施し又は今後実施する可能性が高く、期間延長

が適当であると判断した場合、両者は当該期間を延長するための変更契約を締結することが

できる。

7.2 共同研究者による非独占的な実施 UEC 及び共同研究者の共有の本知的財産権について、

共同研究者が独占的実施権を有することなく当該共有の本知的財産権を実施することを

希望する場合には、次のいずれかを選択するものとする。

（a）共同研究者が、UEC による当該本知的財産権の実施が研究及び教育等の非商業的目的

に限定されるという事実を十分に認識し、これを適切に反映したロイヤルティを別途

合意で定め、UEC の持分に応じ、UEC に対し支払う場合。

この場合において、UEC 及び共同研究者は７条５項１及び７条５項２に従い、第三

者に当該本知的財産権について非独占的通常実施権を許諾することができる。

（b）共同研究者が、UEC にロイヤルティを支払うことなく、当該共有の本知的財産権を実

施する場合。

この場合においては７条５項３に従い、UEC は、第三者に対し、当該本知的財

産権について非独占的通常実施権の許諾を行うことができ、共同研究者はこれに対し同

意しなければならない。

7.3 共同研究者は、共同出願契約の締結までに、７条１項及び７条２項各号のうち、いず

れかを選択するものとし、UEC 及び共同研究者は、共同出願契約において、これを定める

ものとする。

7.4 ＴＬＯの利用

7.4.1ＴＬＯの利用

7.5 第三者に対する実施の許諾等 UEC 及び共同研究者は、第三者に対し、UEC 共同研究者

共有の本知的財産権の自己の持分について譲渡若しくは質権の設定、又は実施権の許諾

を行おうとするときは、事前に相手方から書面による同意を得なければならない。ただ

し、UEC 及び共同研究者の共有の本知的財産権であって、共同研究者が独占的実施権を有

するものについては、共同研究者のみが第三者に非独占的通常実施権を許諾することが

でき、UEC は、当該許諾の条件が不合理である場合（その類の知的財産権のライセンス契

約に照らし、ライセンス料が不当に低い場合、又はライセンス期間が不当に長い場合等

をいう。）を除き、第三者への非独占的通常実施権の許諾について同意しなければなら

ない。また、技術移転機関に対し実施権を設定若しくは許諾又はUEC の持分の譲渡を行

うときは、７条４項＜TLO機関の利用＞によるものとする。

7.5.1 UEC と共同研究者の共有の本知的財産権であって、７条２項（a）号が適用される旨

が共同出願契約に定められた場合において、UEC 又は共同研究者が、共有の本知的財産権

について第三者に非独占的通常実施権を許諾しようとするときは、相手方に対し、事前

に文書をもって、許諾の相手方である当該第三者、許諾の範囲及び条件を開示し同意を
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求めるものとする。同意を求められた相手方は、当該許諾の条件が不合理である場合（７

条５項本文に規定する場合をいう）を除いては、同意しなければならない。

7.5.2 前パラグラフに基づき第三者に実施許諾された場合の実施料は、当該本知的財産権

に係るUEC 及び共同研究者の持分に応じて、それぞれに配分されるものとする。

7.5.3 UEC と共同研究者の共有の本知的財産権であって、７条２項（b）号が適用される旨

が共同出願契約に定められた場合において、UEC が当該本知的財産権の第三者への非独占

的通常実施権の許諾につき、７条５項に基づき共同研究者に同意を求めたときは、共同

研究者はこれに同意しなければならない。第三者からの実施料はUEC のみが収受し、共

同研究者への配分はないものとする。

7.6 研究ライセンスを付与する権利の留保 研究プログラムが日本政府から資金援助を受け

ている場合、UEC は共有の本知的財産権及び共同研究者に独占的実施権を許諾したUEC

単独保有の本知的財産権について、非商業的な研究を行う目的のみに限定された非独占

的通常実施権を、日本の大学・工科専門学校及び工科大学・公的研究機関に与える権利

を留保する。

＜研究目的の実施許諾権の留保＞

7.6. Reserve the Right to Grant License to Practice Non-commercial Research. Concerning
Intellectual Property Rights solely owned by UEC which Exclusive License is owned by
Collaborator and Intellectual Property Rights jointly owned by the parties, to the extent
that Research Program has been partially funded by the Japanese government, UEC will
reserve the right to grant Nonexclusive License only to practice non-commercial research
to universities, colleges, institutes, and other public research institutes in Japan.
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Massachusetts Institute of Technology Office of Sponsored Programs
Research Agreement

MIT共同研究契約書（雛形）

＜大学単独発明の相手方によるライセンス＞
11. MIT INTELLECTUAL PROPERTY.

A. TITLE TO INVENTIONS. Title to any invention conceived or first reduced to practice
solely by employees and/or students of MIT in the performance of the Research (“MIT
Invention”) shall remain with MIT. The Sponsor shall be notified of any MIT Invention
promptly after a disclosure is received by MIT’s Technology Licensing Office. MIT (i)
may file a patent application at its own discretion or (ii) shall do so at the request of the
Sponsor and at the Sponsor’s expense.

B. LICENSING OPTIONS. For each MIT Invention on which a patent application is filed by
MIT, MIT hereby grants the Sponsor a non-exclusive, non-transferable, royalty-free
license for internal research purposes. The Sponsor shall further be entitled to elect one
of the following alternatives by notice in writing to MIT within six (6) months after
MIT’s notification to the Sponsor that a patent application has been filed:

2. a non-exclusive, non-transferable, world-wide, royalty-free license (in a designated
field of use, where appropriate) to the Sponsor, without the right to sublicense, in the
United States and/or any foreign country elected by the Sponsor pursuant to Section
11.C. below, to make, have made, use, lease, sell and import products embodying or
produced through the use of such invention, provided that the Sponsor agrees to (a)
demonstrate reasonable efforts to commercialize the technology in the public interest,
(b) reimburse MIT for the costs of patent prosecution and maintenance in the United
States and any elected foreign country and (c) indemnify MIT for any liability arising
from Company’s use or sale of the inventin; or

2. a royalty-bearing, limited-term, exclusive license (subject to third party rights, if any,
and in a designated field of use, where appropriate) to the Sponsor, including the
right to sublicense, in the United States and/or any foreign country elected by the
Sponsor pursuant to Section 11.C. below, to make, have made, use, lease, sell and
import products embodying or produced through the use of such invention, provided
that this option to elect an exclusive license is (a) subject to MIT’s concurrence and
the negotiation of commercially reasonable terms and conditions and (b) conditioned
upon Sponsor’s agreement to reimburse MIT for the costs of patent prosecution and
maintenance in the United States and any elected foreign country and to cause any
products produced pursuant to this license that will be used or sold in the United
States to be substantially manufactured in the United States.
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If the Sponsor and MIT do not enter into a license agreement within three (3) months after
Sponsor’s election to proceed under paragraph 11.B.1. or 11.B.2. above, the Sponsor’s
rights under paragraphs 11.B.1. and 11.B.2. will expire.

＜ライセンス契約締結の際の契約内容＞

G. LICENSE EFFECTIVE DATE. All licenses elected by the Sponsor pursuant to
Sections B., E. and F. of this Article 11 become effective as of the date the Parties
sign a separate license agreement.

＜共同発明のライセンス＞
10. JOINT INTELLECTUAL PROPERTY.

B. LICENSES. Each Party shall have the independent, unrestricted right to license to
third parties any such Joint Invention without accounting to the other Party,
except that the Sponsor shall be entitled to request an exclusive license to MIT’s
interest in a Joint Invention as provided under paragraph 11.B.2. below.

＜海外での実施の条件＞
11. MIT INTELLECTUAL PROPERTY.

C. FOREIGN FILING ELECTION. If the Sponsor elects a license under 11.B.1 or 11.B.2., the
Sponsor shall notify MIT of those foreign countries in which it desires a license in
sufficient time for MIT to satisfy the patent law requirements of those countries. The
Sponsor will reimburse MIT for the out-of-pocket costs, including patent filing,
prosecution and maintenance fees, related to those foreign filings.

＜著作物のライセンス＞
11. MIT INTELLECTUAL PROPERTY.

E. COPYRIGHT OWNERSHIP AND LICENSES. Title to and the copyright in any
copyrightable material first produced or composed in the performance of the
Research solely by employees and/or students of MIT shall remain with MIT.

① For any copyrights or copyrightable material other than computer software
and its documentation and/or informational databases required to be
delivered in accordance with Attachment A, the Sponsor is hereby granted
an irrevocable, royalty-free, non-transferable, non-exclusive right and license
to use, reproduce, make derivative works, display, distribute and perform
all such copyrightable materials for the Sponsor’s internal purposes.

② The Sponsor shall be entitled to elect, by notice to MIT within six (6) months
following MIT’s notification or delivery to the Sponsor of computer software
and its documentation and/or informational databases required to be
delivered to the Sponsor in accordance with Attachment A, a royalty-free,
non-transferable, non-exclusive right and license to use, reproduce, make
derivative works based upon, display, and distribute to end users, such
computer software and its documentation and/or databases for internal
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and/or commercial purposes. If the use of the software would infringe
claims of a patent application filed pursuant to paragraph 11.A. above, then
the Sponsor will need to elect license rights in such patent as set forth in 11.B.
above in order to elect the license contemplated by this paragraph. If such
computer software is a derivative of MIT software existing prior to the start
of the Research, then such license may not be royalty-free.

＜ライセンス希望提出期限＞
10. JOINT INTELLECTUAL PROPERTY.

B. LICENSES. Each Party shall have the independent, unrestricted right to license to
third parties any such Joint Invention without accounting to the other Party,
except that the Sponsor shall be entitled to request an exclusive license to MIT’s
interest in a Joint Invention as provided under paragraph 11.B.2. below.

11. MIT INTELLECTUAL PROPERTY.
B. LICENSING OPTIONS. For each MIT Invention on which a patent application is filed by

MIT, MIT hereby grants the Sponsor a non-exclusive, non-transferable, royalty-free
license for internal research purposes. The Sponsor shall further be entitled to elect one
of the following alternatives by notice in writing to MIT within six (6) months after
MIT’s notification to the Sponsor that a patent application has been filed:

1. a non-exclusive, non-transferable, world-wide, royalty-free license (in a designated
field of use, where appropriate) to the Sponsor, without the right to sublicense, in the
United States and/or any foreign country elected by the Sponsor pursuant to Section
11.C. below, to make, have made, use, lease, sell and import products embodying or
produced through the use of such invention, provided that the Sponsor agrees to (a)
demonstrate reasonable efforts to commercialize the technology in the public interest,
(b) reimburse MIT for the costs of patent prosecution and maintenance in the United
States and any elected foreign country and (c) indemnify MIT for any liability arising
from Company’s use or sale of the inventin; or

2. a royalty-bearing, limited-term, exclusive license (subject to third party rights, if any,
and in a designated field of use, where appropriate) to the Sponsor, including the
right to sublicense, in the United States and/or any foreign country elected by the
Sponsor pursuant to Section 11.C. below, to make, have made, use, lease, sell and
import products embodying or produced through the use of such invention, provided
that this option to elect an exclusive license is (a) subject to MIT’s concurrence and
the negotiation of commercially reasonable terms and conditions and (b) conditioned
upon Sponsor’s agreement to reimburse MIT for the costs of patent prosecution and
maintenance in the United States and any elected foreign country and to cause any
products produced pursuant to this license that will be used or sold in the United
States to be substantially manufactured in the United States.

̶ 95 ̶



UCIP 国際共同研究契約チェックリスト第 5 節「研究成果実施」

64

If the Sponsor and MIT do not enter into a license agreement within three (3) months after
Sponsor’s election to proceed under paragraph 11.B.1. or 11.B.2. above, the Sponsor’s
rights under paragraphs 11.B.1. and 11.B.2. will expire.

＜第三者への実施許諾＞

10. JOINT INTELLECTUAL PROPERTY.
B. LICENSES. Each Party shall have the independent, unrestricted right to license

to third parties any such Joint Invention without accounting to the other Party,
except that the Sponsor shall be entitled to request an exclusive license to MIT’s
interest in a Joint Invention as provided under paragraph 11.B.2. below.

11.B MIT INTELLECTUAL PROPERTY.
1. a non-exclusive, non-transferable, world-wide, royalty-free license (in a designated

field of use, where appropriate) to the Sponsor, without the right to sublicense, in the
United States and/or any foreign country elected by the Sponsor pursuant to Section
11.C. below, to make, have made, use, lease, sell and import products embodying or
produced through the use of such invention, provided that the Sponsor agrees to (a)
demonstrate reasonable efforts to commercialize the technology in the public interest,
(b) reimburse MIT for the costs of patent prosecution and maintenance in the United
States and any elected foreign country and (c) indemnify MIT for any liability arising
from Company’s use or sale of the inventin; or

2. a royalty-bearing, limited-term, exclusive license (subject to third party
rights, if any, and in a designated field of use, where appropriate) to the
Sponsor, including the right to sublicense, in the United States and/or
any foreign country elected by the Sponsor pursuant to Section 11.C.
below, to make, have made, use, lease, sell and import products
embodying or produced through the use of such invention, provided that
this option to elect an exclusive license is (a) subject to MIT’s concurrence
and the negotiation of commercially reasonable terms and conditions and
(b) conditioned upon Sponsor’s agreement to reimburse MIT for the costs
of patent prosecution and maintenance in the United States and any
elected foreign country and to cause any products produced pursuant to
this license that will be used or sold in the United States to be
substantially manufactured in the United States.
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Collaborative Research Agreement
(Draft)東大

14 Joint Intellectual Property

14.2 APPLICATION FOR JOINT INVENTIONS. The Parties shall separately execute a joint
application agreement which sets forth the share of ownership of the Joint Intellectual
Property Rights for the Join Invention between the University and Partner until, as practical
as possible, filing an Application for such Joint Invention, and shall file an Application
jointly for such Joint Invention at the Partner’s expense in accordance with the joint
application agreement. If the Partner elect its license option for any foreign countries as
described in Article 14.3 (A) and (B), the Parties will file an Application in such counties at
the Partner’s costs and expenses.

14.3 LICENSING OPTION. In the event that the Application for the Joint Invention is filed, the
Partner has the exclusive option to elect the following licenses by notifying in writing to the
University within a certain period after the filing date for such Application as set forth in
Article 16 (the “Option Period”). The University and Partner shall enter into the license
agreement after the discussion of the commercially reasonable terms and conditions within
three (3) month after exercise of the option.

A. a non-exclusive, non-transferable, royalty-bearing license without the right to sub-license
(in a designated field of implementation) the Partner to implement the Joint Intellectual
Property Rights for the Joint Invention in Japan and/or any foreign countries elected by
the Partner; or

B. an exclusive, non-transferable, royalty-bearing license with the right to sub-license (in a
designated field of implementation) the Partner to implement the Joint Intellectual
Property Rights for the Joint Invention in Japan and/or any foreign countries elected by
the Partner.

15 University Intellectual Property

15.3 LICENSING OPTION. In the event that the Application for the University Invention is filed,
the Partner has the exclusive option to elect the following licenses by notifying in writing to
the University within the Option Period. The University and Partner shall enter into the
license agreement after the discussion of the commercially reasonable terms and conditions
within three (3) month after exercise of the option.

C. a non-exclusive, non-transferable, royalty-bearing license without the right to sub-license
(in a designated field of implementation) the Partner to implement the University
Intellectual Property Rights for the University Invention in Japan and/or any foreign
countries elected by the Partner, provided that the Partner agrees to (i) demonstrate
reasonable efforts to commercialize the University Invention in the public interest and (ii)
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pay all prosecution and maintenance costs in all countries, including Japan, in which the
Partner is granted a non-exclusive license right under this paragraph; or

D. an exclusive, non-transferable, royalty-bearing license with the right to sub-license (in a
designated field of implementation) the Partner to implement the University Intellectual
Property Rights for the University Invention in Japan and/or any foreign countries elected
by the Partner; provided that the Partner agrees to (i) demonstrate reasonable efforts to
commercialize the University Invention in the public interest and (ii) pay all prosecution
and maintenance costs in all countries, including Japan, in which the Partner is granted an
exclusive license right under this paragraph .

16 Option Period
16.1 The Option Period shall be up to eighteen (18) months from the filing date of the

Application, and shall be determined in a joint application agreement or other agreement in
writing between the Parties.

19 Grant of License to Third Parties
19.2 Even where the University has granted a license to Partner or any Partner Designated Third

Party as a result of the exercise of the option by the Partner pursuant to Article 14.3 or 15.3,
if it is found that the grant of such license significantly damages the public interest, the
University may discuss with Partner after giving written notice to Partner. If the relevant
situation does not change regardless of such discussion, the University may, terminate the
license to Partner or any Partner Designated Third Party, and grant a license of such
Intellectual Property Rights to any University Designated Third Party.
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国際共同研究契約チェックリスト

第 6 節「秘密保持・公表」条項

33. 秘密保持

34. 公表原稿の事前チェック

35. 公表原稿内の謝辞

３３. 秘密保持

(１)秘密情報の特定方法

□ 書面で秘密（Confidential）と明記された情報に限る

□ 口頭で開示された情報のうち、後に書面で秘密と特定された情報も含む

(２)秘密保持対象外となる情報

□ 開示を受けた際、既に自己が保有していたことを証明できる情報

□ 開示を受けた際、既に公知となっている情報

□ 開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報

□ 秘密保持義務を負わない第三者から適法に取得したことを証明できる情報

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

□ 書面により事前に相手方の同意を得た情報

(３)秘密保持期間

□ 契約有効期間内

□ 契約終了後（ ）年間

□ 研究終了後（ ）年間

□ 秘密情報受領後（ ）年間

□ 期間の定めなし（公知となるまで）

□ 協議により延長もしくは短縮可能

［留意点］

■ 秘密保持期間は、研究終了後３～５年間が通例である（文部科学省目安）。

(４)秘密保持義務終了時の秘密情報の取扱い

□ 相手方の要求に従い廃棄もしくは返却する

［留意点］

■ 秘密保持期間後も、秘密保持義務履行のため控えとしてコピー１部のみ保管できる、

という条文が入ることがあるので注意。

(５)その他

□ 秘密情報の本共同研究以外の目的での使用を禁止する

□ 秘密情報を取り扱える者：本共同研究を実施するに当たり秘密情報を取り扱う必要があ

り、かつ契約に定める秘密保持義務を負う者
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（例）・ 関係する従業員、学生

 役員、雇用主

 子会社もしくは親会社の関係者

 弁護士、コンサルタント

 請負業者

□ 法令や裁判所の命令に従って開示しなければならない場合、開示範囲を最小限に留める

べく両者で協力する

３４. 公表原稿の事前チェック

(１)大学は研究結果を自由に公表できるが、投稿の（ ）日前に相手方に原稿のコピーを送

る。相手方はそこで、秘密情報が含まれていないか、特許性のある内容がないか、著作権

は保護されているか等を確認する

(２)上記確認結果について、原稿受領後（ ）日以内に回答する

［留意点］

■ 研究成果の投稿の事前チェックについて、投稿の３０日前までに原稿を相手方に送る

のが通例である。

３５. 公表原稿内の謝辞

(１)両者の共著とするか、相手方に対する謝辞を載せるか等、研究結果公表の形式について両

者で事前に協議する

［その他留意点］

 秘密情報の提供や受領、研究結果の公表等については、研究者が直接先方とやり取りする場

合が多い事項なので、契約締結前に研究者とよく相談の上自大学の方針を決定すること。
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Stanford University
GLOBAL RESEARCH AGREEMENT

＜秘密保持＞

1.2 “Confidential Information” means Sponsor-owned, confidential, scientific, business
or financial information that is provided in written form and clearly marked as
Confidential provided that such information:

(a) is not publicly known or available from other sources who are not under a
confidentiality obligation to the source of the information;

(b) has not been made available by its owners to others without a confidentiality
obligation;

(c) is not already known by or available to the receiving party without a
confidentiality obligation;

(d) is not independently developed by the receiving party; or
(e) does not relate to potential hazards or cautionary warnings associated with

the performance of the Research Program, or is not required to be disclosed
under operation of law.

＜研究結果の公表＞

11. PUBLICATION

11.1 Objective. The basic objective of research activities at Stanford is the generation of

new knowledge and its expeditious dissemination for the public’s benefit. Sponsor

will provide all reasonable cooperation with Stanford in meeting this objective.

11.2 Review. As a matter of basic academic policy, Stanford retains the right at its

discretion to publish freely any results of the Research Program. Stanford will

provide Sponsor with a copy of any manuscript or other publication at the time it is

submitted for publication. Sponsor may review the manuscript or publication:

(a) To ascertain whether Sponsor’s Confidential Information would be

disclosed by the publication;

(b) To identify potentially patentable Technology so that appropriate steps

may be taken to protect the Technology; and

(c) To confirm that the privacy rights of individuals are adequately

protected.

11.3 Comments. Sponsor will provide comments, if any, within 30 days of receiving the

manuscript or publication. If patentable Technology is disclosed in the manuscript
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or publication, Sponsor will promptly advise Stanford whether it requests Stanford

to file and prosecute a patent application.

11.4 Acknowledgment. Stanford will give Sponsor the option of receiving an

acknowledgment in the publication for its sponsorship of the Research Program.
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電気通信大学英文共同研究契約雛型

＜秘密保持＞

3. CONFIDENTIAL INFORMATION

3.1. Both parties shall handle the following information (“Confidential Information”) as

confidential and, without prior written consent of the other party, shall not provide,

disclose or divulge such to any third party, not to use such for purposes other than the

Collaborative Research:
(a) Technical or trade information provided or disclosed from the other party relevant to

the Collaborative Research in any form, whether as documentation, photographs or

machine readable format(including information processed by computers or

information that can be transferred through computers), materials, samples, provided

that such is marked “Confidential”, or information orally disclosed and specified as

being confidential at the time of disclosure, after which the other party is notified of

such in writing within twenty (20) days after disclosure (“Provided Confidential

Information”); and

(b) Results.

3.2. Notwithstanding the preceding paragraph, any information which falls within one of

the following shall not be Confidential Information:
(a) Information that had been already in the public domain when obtained from the

other, or information that has come into the public domain after being obtained from

the other party due to reason not attributable to the receiving party;

(b) Information properly obtained from a third party without bearing confidentiality

obligations;

(c) Information that had already been obtained at the time when the information was

obtained from the other party;

(d) Information that was developed independently not from information obtained from

the other, and which fact can be proved in writing; and

(e) Information the disclosure of which is obligatory under the laws or court orders.

＜研究結果の公表＞

5. PUBLICATION

5.2. As a matter of basic academic policy, UEC retains the right at its discretion to publish

freely any Results. Researchers of UEC agree to provide Collaborator a copy of any

manuscript at the time it is submitted for publication. Collaborator may review the

manuscript:
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(a) To ascertain whether Collaborator's Provided Confidential Information would be

disclosed by the publication;

(b) To ascertain whether Know-How would be disclosed by the publication;

(c) To identify any potentially patentable Inventions so that appropriate steps may be

taken by UEC and/or Collaborator to protect such Invention.

Collaborator will provide comments, if any, within twenty (20) days of receipt of

manuscript.

5.3. UEC will give Collaborator the option of receiving an acknowledgment in such

publication. UEC shall specify that, upon publication, the contents of such were

obtained as a result of the Collaborative Research. However, this shall not apply to

cases where Collaborator does not desire such.
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Massachusetts Institute of Technology Office of Sponsored Programs
Research Agreement

＜秘密保持＞
ATTACHMENT B

SPONSOR CONFIDENTIAL INFORMATION

If, in the performance of the Research, the Principal Investigator and members of the MIT
research team designated by him/her require and accept access offered by the Sponsor to
certain information that the Sponsor considers confidential, the rights and obligations of
the Parties with respect to such information are as follows:

1. CONFIDENTIAL INFORMATION. When used in this Agreement, “Confidential
Information” means confidential and proprietary information of any kind which is
disclosed by the Sponsor to MIT that (i) prior to disclosure, is marked with a legend
indicating its confidential status or (ii) is disclosed orally or visually, if the Sponsor
identifies such information as confidential at the time of disclosure and, within 30
days of such disclosure, delivers to the Principal Investigator a notice summarizing
the confidential information disclosed. Notwithstanding the foregoing, in no event is
information Confidential Information if it (a) was in MIT’s possession before receipt
from the Sponsor; (b) is or becomes a matter of public knowledge through no fault of
MIT; (c) is received by MIT from a third party having an apparent bona fide right to
disclose the information without a duty of confidentiality to the Sponsor; or (d) is
independently developed by MIT without use of the Confidential Information.

2. LIMITATIONS ON USE. MIT shall use the Confidential Information solely for the
purposes of the Research. Disclosure by the Sponsor of the Confidential Information
does not constitute a grant to MIT of any right or license to the Confidential
Information except as set forth herein or in a duly executed license agreement.

3. CARE OF CONFIDENTIAL INFORMATION. MIT shall exert reasonable efforts to
maintain the Confidential Information in confidence, except that MIT may disclose or
permit disclosure of any of the Confidential Information to its directors (members of
the MIT Corporation), officers, employees, consultants, advisors, students,
subcontractors and agents, who need to know such Confidential Information in the
performance of the Research and who have been advised of and have agreed to
maintain the confidential nature of the Confidential Information.

MIT shall be deemed to have discharged its obligations hereunder provided MIT has
exercised the foregoing degree of care and provided further that MIT shall
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immediately, upon discovery of any disclosure not authorized hereunder, notify the
Sponsor and take reasonable steps to prevent any further unauthorized disclosure or
unauthorized use.

MIT's obligations of confidentiality with respect to use and non-disclosure of
Confidential Information provided under this Agreement shall survive for a period
of three (3) years following receipt of the information.

4. REQUIRED DISCLOSURES. Nothing in this Agreement shall be construed to
prevent MIT from disclosing Confidential Information pursuant to an order of a
court or other governmental authority of competent jurisdiction, as long as MIT
promptly notifies the Sponsor of its obligation to disclose and provides reasonable
cooperation to the Sponsor in any efforts to contest or limit the scope of such order or
subpoena.

5. RETURN OR DESTRUCTION OF CONFIDENTIAL INFORMATION. When the
Confidential Information is no longer required for the purposes of this Agreement,
MIT shall, at the direction of the Sponsor, either destroy or return to the Sponsor all
Confidential Information and shall destroy any electronic or digital manifestations of
the Confidential Information, except that MIT may retain one copy of the
Confidential Information solely for the purposes of monitoring its obligations under
this Agreement.

＜研究結果の公表＞

8. PUBLICATIONS. MIT will be free to publish the results of the Research after
providing the Sponsor with a thirty (30) day period in which to review each
publication to identify patentable subject matter and to identify any inadvertent
disclosure of Confidential Information. If necessary to permit the preparation and
filing of U.S. patent applications, the Principal Investigator may agree to an
additional review period not to exceed sixty (60) days. Any further extension will
require subsequent agreement between the Sponsor and MIT.
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国際共同研究契約チェックリスト

第 7 節「報告・通知・大学名」条項（芝浦工業大学 0307）

36. 相手方への成果報告書

37. 大学名等の使用許可

38. 連絡通知先

３６. 相手方への成果報告書

□ 期間終了後に提出（ SF10. , UEC4. & 4.1）

□ 中間報告書のある場合

［留意点］

■ 最終成果報告書の提出における留意点は、報告書の提出期限である。スタンフォード

大学は 90 日、電気通信大学は 30 日と定めている。一方、企業によっては、契約期間

満了時に提出を求められる場合があるが、その場合には研究期間を十分にとる必要が

ある。

３７. 大学名等の使用許可

□ 条件明示（ SF14.1,14.2 , MIT12.）

□ 条件なし

［留意点］

■ 相手方の名称（校名・社名、商標等）の使用に関する取り決めは、日本の大学の契約

書上では定められているケースが少ない。

しかし、コマーシャルフィルムや各種媒体等において、一方の当事者の意図と関わり

なく名前を使用されることを防ぐためには、契約書上で使用できる範囲を明示してお

くことが必要である。

３８. 連絡通知先

□ 関連条文あり（ SF13 , UEC10. , MIT14.）

□ 関連条文なし

［留意点］

■ 相手方への通知方法について定めており、各大学とも書面を原則とし、その送付方法

は、郵便、E メール、宅配便、ファクシミリ等に手段を限定している。

ＭＩＴは、事後問題が発生した場合に、送付したか否かあるいはいつ送付したかで争

いが生じないように、郵送について「配達証明」または「書留郵便」に限っている。

なお、宛先の記載に際しては、担当者が人事異動等で変わることが想定されるため、

個人名ではなく部署名・役職名で記載すべきである。
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Stanford University

GLOBAL RESEARCH AGREEMENT（2-02-10 版）

＜相手方への最終レポート＞

10. REPORTS

The Principal Investigator will submit a final report to Sponsor within 90 days of the End Date.

The report will summarize the Research Program accomplishments and significant research

findings.

＜相手方の名前の使用＞

14. PUBLICITY

14.1 Stanford Name. Sponsor will not identify Stanford in any promotional statement, or

otherwise use the name of any Stanford faculty member, employee, or student, or any

trademark, service mark, trade name, or symbol of Stanford or Stanford Hospitals and

Clinics, including the Stanford name, unless Sponsor has received Stanford's prior written

consent. Permission may be withheld at Stanford’s sole discretion.

14.2 Sponsor Name. Stanford will not identify Sponsor in any promotional statement, or

otherwise use the name of any Sponsor employee, or any trademark, service mark, trade

name, or symbol of Sponsor, including Sponsor’s name, unless Stanford has received

Sponsor's prior written consent. Permission may be withheld at Sponsor’s sole discretion.

＜連絡通知先＞

13. NOTICE

Any notices given under this Agreement will be in writing and delivered by mail, by hand, or by

facsimile, addressed to the parties as follows:

Stanford Sponsor

Industrial Contracts Officer [Sponsor Cognizant Official]

Stanford University [Sponsor Name]

1705 El Camino Real [Sponsor Address]

Palo Alto, CA 94306-1106

Telephone: (650) 723-0651 [Sponsor Telephone Number]

Facsimile: (650) 725-7295 [Sponsor Fax Number]

̶ 108 ̶



UCIP 国際共同研究契約チェックリスト第 7 節「報告・通知・大学名」

77

電気通信大学英文共同研究契約雛型

＜相手方への最終レポート＞
4. THE FINAL REPORT

4.1. The parties shall make a final report in mutual cooperation concerning a summary of
Results within thirty (30) days from the day following the day of completion of the
Collaborative Research.

＜相手方の名前の使用＞

＜連絡通知先＞
10. GENERAL PROVISIONS

10.1. No Assignment. Neither party may assign all or part of the rights and obligations
hereunder to any third party without prior written consent of the other party (including
the cases where such is incidental to the assignment of business or operations), provided,
however, that when using a TLO, the provisions of Section 7.4 shall be applicable.
10.2. Notices. Any notice or communication required or permitted to be given hereunder
will be in writing and, except as otherwise expressly provided in this agreement, will be
deemed given and effective (i) when delivered personally or by fax or (ii) when received if
sent by email, overnight courier, or mail:

To UEC: To Collaborator:
[NEME OF CONTRACT PERSON]
[TITLE]
[DIVISION/DEPARTMENT]
[ADRESS]
[PHONE NUMBER]
[FACSIMILE NUMBER]
[E-MAIL ADDRESS]
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Massachusetts Institute of Technology Office of Sponsored Programs
Research Agreement

＜相手方への最終レポート＞

＜相手方の名前の使用＞

12. USE OF NAMES. Sponsor and its affiliates shall not use the name “Massachusetts
Institute of Technology” or any variation, adaptation, or abbreviation thereof, or the
name of any of MIT’s trustees, officers, faculty members, students, employees, or
agents, or any trademark owned by MIT, in any promotional material or other public
announcement or disclosure without the prior written consent of MIT’s Technology
Licensing Office, which consent MIT may withhold in its sole discretion.

＜連絡通知先＞
14. NOTICES. Any notices required to be given or which shall be given under this

Agreement shall be in writing and be addressed to the Parties as shown below.
Notices shall be delivered by certified or registered first class mail (air mail if not
domestic) or by commercial courier service and shall be deemed to have been given
or made as of the date received.
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国際共同研究契約チェックリスト

第 8 節「中止等」条項

39. 期間延長・一時中断・研究中止・変更

３９. 期間延長・一時中断・研究中止・変更

(１)研究の続行が困難となった場合（UEC,2,9）

□ 研究の中止

研究費を返還 □する □しない

□ 期間の延長

□ 研究続行困難な事由が解消されない場合、契約を解除

□ 担当者を変更して続行

［留意点］

■ 研究の続行が困難となった際、文書により相手方に通知する。

■ 共同研究を行う義務の履行遅延又は履行不能について責を負わない旨を明記する。

■ 延長、担当者の変更により研究費が不足した場合の請求の可否を決めておく。

(２)早期終了（SF12,UEC2.9,MIT6）

□ (60)日前までに文書によって通知する。

□ 終了までにかかったコストは大学へ支払う。（不要となった研究費を返還する。）

□ 本契約に基づき雇用された研究員等への対価の支払いには、研究終了後●●まで責任

を有する。

［留意点］

■ 日本の大学（例：電通大、信州大、東大、名大）にこの条項はない。

(３)契約解除（UEC9）

□ 共同研究者が研究費を支払期限までに支払わないとき

□ 本契約に違反し、30 日間以上の期間を定めてその履行を催告するも、その期間内に履

行されない場合

□ 破産の申し立てがあったとき

□ 解散の決議をしたとき

(４)受け入れ設備の返還

□ 共同研究が終了したときは、大学は共同研究者から受け入れた設備を、研究の終了又

は中止の時点の状態で共同研究者に返還する。

［留意点］

■ どちらが費用を負担するか決めておく。

(５)変更（SF3.3, 5.3）

□ 必要に応じて研究費を追加請求できる。
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□ 定額契約を締結した場合

□ 研究目的に合致していれば支払われた研究費内で使途の変更が可能

□ 目的が達成された場合、余った研究費の返還は不要
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Stanford University
GLOBAL RESEARCH AGREEMENT

3.3 Change. If for any reason the Principal Investigator cannot conduct or complete

the Research Program, Stanford will appoint a successor, subject to the approval of

Sponsor. If the parties cannot agree on a successor, either party may terminate this

Agreement in accord with the terms of Section 12. EARLY TERMINATION.

12. EARLY TERMINATION

Either party may terminate this Agreement upon 60 days’ written notice. If this

Agreement is terminated before the End Date, Sponsor will pay the reasonable cost

incurred by Stanford in winding down and terminating the Research Program, including

the Cost of the Research Program during the wind-down period and all costs and non-

cancelable commitments made before termination. If any Stanford student is supported

under this Agreement, Sponsor will remain responsible for the full cost of the student

support through the end of the academic quarter in which this Agreement is terminated.

After termination, Stanford will submit a final report of all Costs incurred and all funds

received under this Agreement. The report will be accompanied by a check for funds

remaining after allowable Costs and non-cancelable commitments have been paid.

5.3 Fixed-Price Agreement. If this Agreement is designated as “Fixed Price,” Sponsor

will pay Stanford the Cost indicated on Page 1. The parties estimate that the Cost is

sufficient to support the Research Program. Stanford may submit to Sponsor a

revised budget requesting additional funds if Sponsor requests a change in the

Research Program scope of work. Sponsor will not be liable for any payment in

excess of the Cost except on Sponsor’s written agreement. Stanford has the

authority to rebudget costs at the discretion of the Principal Investigator, as long as

the rebudgeting is consistent with the goals of the Research Program. Sponsor is

not entitled to any refund of funds not spent if all Research Program commitments

have been met.
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電気通信大学英文共同研究契約雛型

2.9. Suspension of Research or Extension of Period. Due to leave or transfer, etc. of
Researchers , or due to Force Majeure such as act of God, impossibility of acquisition of
materials, disorder of device, order by government, etc., if the continuation of research is
impossible or suspension of the research temporarily is unavoidable, the party for which
the relevant events arise shall notify the other party in writing immediately of the
occurrence of the relevant events, and the fact that continuation of the research has
become impossible or temporary suspension of the research is unavoidable due to such. In
such circumstances, the parties may suspend the Collaborative Research or extend the
period of research upon mutual agreement.
2.9.1. In the event there is no mutual agreement as referred to in the preceding paragraph,
if the events causing disturbance in the research are not remedied even after the elapse of
ninety (90) days after the notification as in the preceding paragraph, either party may
terminate this Agreement by written notification to the other party of such.
2.9.2. In the cases as referred to in the preceding two paragraphs, neither party shall be
liable for delay or default on performance of obligations to perform the Collaborative
Research.

9. TERM AND TERMINATION

9.1 Term. Effective term hereof shall be during the period of research as described in
Section 2.2. When it is necessary to extend the research period at the time of expiration of
the term, the parties may agree to renew this Agreement.
9.2. Termination. When Collaborator fails to pay the Research Cost as stipulated in

Section 2.6.1 and “Direct Expenses” as described in scheduleⅡrelating to Collaborator by
the prescribed due date, UEC may terminate this Agreement immediately.
9.3. When either party falls under any one of the subsequent items, the other party may
immediately terminate this Agreement:
(a) When breaching this Agreement and then although there is a demand for performance
of such with a deadline set of longer than thirty (30) days, such is not performed within
the relevant period;
(b) When subjected to petition for bankruptcy;
(c) When performing resolution for dissolution.
9.4. When the Collaborative Research is terminated or cancelled, UEC shall return to
Collaborator the facilities accepted from Collaborator pursuant to the provisions of
Section 2.7.1 in the state as of the point of time of completion or suspension of the research.
9.5. Survival Provisions. The provisions of Article 5, Articles 6 through Section 7.4,
Section 7.5through Section 7.5.3, Article 8 and Section 9.4 shall remain effective after
termination hereof; and the provisions of Article 3, Section 7.4.1 shall remain effective for
two (2) years after the termination hereof.
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Massachusetts Institute of Technology Office of Sponsored Programs
Research Agreement

6. TERMINATION. This Agreement may be terminated by either Party upon sixty
(60) days’ prior written notice to the other Party. Upon termination by either Party,
MIT will be reimbursed as specified in Article 4 for all costs and non-cancelable
commitments incurred in connection with the Research up to and including the
effective date of termination, such reimbursement not to exceed the total estimated
cost specified in Article 4.
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国際共同研究契約チェックリスト

第 9 節「大学としての立場の確保」条項

40. 大学の教育・研究目的への配慮

41. 成果の非保証

42. 類似研究参加の自由

43. 安全保障貿易管理

44. 免責・補償・賠償責任

４０. 大学の教育・研究目的への配慮

(１)大学の教育・研究目的を契約書で明文化

□ 明文化する □ 明文化しない

［留意点］

■ 「大学の教育・研究目的」を契約書で明文化している大学(SF,UEC) と、していない

大学とで分かれている。

(２)研究成果の公開・公表

□ “自由性”を明文化する

□ “合理的な協力 Reasonable cooperation”得ることの明文化（SF,UEC）

□ 双方が協力することを明記する

□ 共同研究期間終了後の“一定期間後”など期間を明文化（東大、東工大）

□ 共同研究の相手先に文書などで確認することを明文化（東大）

□ その通知期間の明文化（東大、東工大）

□ 米国特許出願の検討期間を明文化（MIT）

［留意点］

■ 研究成果の公開・公表に関して共同研究期間との関係、書類通知の時期など期間、条

件などの詳細を規定している大学もある(東大、東工大)。

■ 特許出願に係る所定検討期間の設定の明記をすべきか注意する（MIT＆某企業）

企業との契約例：Publication. Should Y-University Personnel desire to publish a

paper that will disclose research performed pursuant to the Project Specification, the Y-

Univ. Personnel will deliver a copy of the paper to X-Corp. at the time that the paper is

submitted for publication. X-Corp. will then have thirty (30) days to review the paper

for the limited purpose of determining whether it discloses patentable IP that is jointly

owned by X-Corp. and Y-Univ.

■ 公開の“自由性”の明文化に関して、合理的な協力は双方がすることを明記する。

懸賞応募（アイディア募集研究など）では、応募者（大学）のみに協力が課されて

いることもあり注意する。

４１. 成果の非保証

(１)共同研究の成果の非保証の明文化
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□ 非保証（否認）を明文化する □ 明文化しない

４２. 類似研究参加の自由

(１)類似研究参加に係る明文化

□ 参加自由を明文化する（SF,UEC） □ 明文化しない

□ 第三者間との共同研究であっても参加自由の明文化する（UEC）

□ 企業寄りになっていないか □ 企業寄りともいえない

［留意点］

■ “類似研究参加自由”に関して、特に、企業寄りになっていないか（大学に不利はな

いか）を注意する。

４３. 安全保障貿易管理

(２) 安全保障貿易管理の明文化

□ 明文化する □ 明文化しない

□ 日本の管理法の確認 □ 研究者の所在国の管理法の確認

□ 研究テーマと禁止製品の関係の確認 □ 相互に確認 □ 自国の確認

□ テーマによる「輸出許可書」の取得について規定の明文化（UEC）

［留意点］

■ “安全保障貿易管理”の明文化にあっては、該非判定の管理者（アドバイザーなど）

が確保されているか等に注意する。

４４. 免責・補償・賠償責任

(１)免責・補償・賠償責の明文化

□ 知財の有効性、対象範囲、被侵害などの非保証を明文化する □ 明文化しない

□ 間接的な損害 □ 派生的な損害、などに係り非保証を明文化する □ 明文化しない

□ 商品の適格性、適合性、などの非保証を明文化する □明文化しない

□ 学生などの研究協力者に係る事項の明文化する □明文化しない

□ データ・試料の逸失、器具の破損などを具体的に明文化する □明文化しない

□ 契約期間満了後・早期解除時の非責任の明文化する □明文化しない

□ 故意 □ 過失・不可抗力のすみ分け、を明文化する □特にしない

□ “不可抗力”（Force Majeure）に係る規程の有無 □別項で規定

□ Indemnification.条項で、保険のカバー額を超える非補償を明文化する □明文化しない

（SF）

［留意点］

■ 「免責・補償・賠償責任」に関しては、海外との共同研究を行うときには損害賠償を

負うリスクが多くあり特に注意を要する。

・非責任条項（Indemnification）に係る条項などを設けるべきである。

・特に“不可抗力”（Force Majeure）に係る規定、保険に係る条項などを設けるべ

きである。
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Stanford Junior University

GLOBAL RESEARCH AGREEMENT (“Sponsor”)

大学としての立場の確保（スタンフォード大学）

＜ ４４ 大学の教育・研究目的への配慮＞

2. BACKGROUND

2.1 Performance of the Research Program. Stanford will use reasonable efforts to perform

the research described in Exhibit A, Research Program, which is incorporated and made

part of this Agreement.

2.2 Objectives. The performance of the Research Program is of mutual interest to Sponsor

and Stanford, and is consistent with the instructional, scholarship, and research objectives

of Stanford as a nonprofit, tax-exempt, educational institution.

（公開）11. PUBLICATION

11.1 Objective. The basic objective of research activities at Stanford is the generation of new

knowledge and its expeditious dissemination for the public’s benefit. Sponsor will provide

all reasonable cooperation with Stanford in meeting this objective.

11.2 Review. As a matter of basic academic policy, Stanford retains the right at its discretion to

publish freely any results of the Research Program. Stanford will provide Sponsor with a

copy of any manuscript or other publication at the time it is submitted for publication.

Sponsor may review the manuscript or publication:

(a) To ascertain whether Sponsor’s Confidential Information would be disclosed

by the publication;

(b) To identify potentially patentable Technology so that appropriate steps may

be taken to protect the Technology; and

(c) To confirm that the privacy rights of individuals are adequately protected.

11.3 Comments. Sponsor will provide comments, if any, within 30 days of receiving the

manuscript or publication. If patentable Technology is disclosed in the manuscript or

̶ 118 ̶



UCIP 国際共同研究契約チェックリスト第 9 節「大学としての立場の確保」

87

publication, Sponsor will promptly advise Stanford whether it requests Stanford to file and

prosecute a patent application.

11.4 Acknowledgment. Stanford will give Sponsor the option of receiving an acknowledgment

in the publication for its sponsorship of the Research Program.

＜４５ 成果の非保証＞

20. SCIENTIFIC RESEARCH

20.1 No Guarantee. Sponsor acknowledges that the Research Program is a scientific

undertaking and, consequently, Stanford will not guarantee any particular outcome or

specific yield.

＜４６ 類似研究参加の自由＞

20.2 Freedom of Research. This Agreement does not limit the freedom of individuals

participating in this Research Program to engage in any other research.

＜４７ 安全保障貿易管理＞

None?

＜４８ 免責・補償＞

15. INDEMNIFICATION

15.1 Duties of the parties. Sponsor will indemnify, defend, and hold harmless The Board of

Trustees of the Leland Stanford Junior University, their respective trustees, directors,

employees, agents, subcontractors, and students (“Indemnitees”) from any liability,

damage, loss, or expense (including reasonable attorneys’ fees and expenses of litigation)

incurred by or imposed upon the Indemnitees or any one of them in connection with any

claims, suits, actions, demands, or judgments arising out of or connected with this

Agreement or the research done under this Agreement, except to the extent that the

liability is due to the gross negligence and willful misconduct of Stanford. Stanford will

promptly notify Sponsor of any claim and will cooperate with Sponsor in the defense of

the claim. Sponsor will, at its own expense, provide attorneys reasonably acceptable to
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Stanford to defend against any claim with respect to which Sponsor has agreed to

indemnify Stanford. This indemnity will not be deemed excess coverage to any insurance

or self-insurance Stanford may have covering a claim. Sponsor’s indemnity will not be

limited by the amount of Sponsor’s insurance.

18. NO WARRANTIES

Stanford provides Sponsor the rights granted in this Agreement AS IS and WITH ALL FAULTS.

Stanford makes no representations and extends no warranties of any kind, either express

or implied. Among other things, Stanford disclaims any express or implied warranty:

(a) of merchantability, of fitness for a particular purpose,

(b) of non-infringement or

(c) arising out of any course of dealing.

̶ 120 ̶



UCIP 国際共同研究契約チェックリスト第 9 節「大学としての立場の確保」

89

The University of Electro-Communications (“UEC”)

COLLABORATIVE RESEARCH AGREEMENT

大学としての立場の確保(電気通信大学)

＜４４ 大学の教育・研究目的への配慮＞

2.10. UEC Purposes; No Guarantee of Results. Collaborator acknowledges that the

primary mission of UEC is education and the advancement of knowledge; and,

consequently, the Collaborative Research will be performed in a manner best suited to

carry out that mission. Specifically, UEC's Researchers will determine the manner of

performance of UEC's part in the Research Program and UEC does not represent or

warrant that the Collaborative Research will be successful in any way or that any

specific results will be obtained.

2.10. UEC の目的、結果に関する保証の否認 共同研究者は、UEC の主な使命は教育と学問の

振興であり、従って、本共同研究はその使命を実践するに相応しい方法によって実行されなければ

ならない旨を承知する。具体的な進め方として、研究プログラムにおける UEC 側の作業について

は UEC の研究担当者がその実施方法の決定を行うこととし、また UEC は、本共同研究がすべて

予定通りに進むこと、および本共同研究を実施することによって必ず一定の成果が得られる旨を趣

旨とする表明または保証は一切行わない。

（公開）5. PUBLICATION

5.1. The basic objective of research activities at UEC is the generation of new

knowledge and its expeditious dissemination for the public's benefit. Collaborator will

provide all reasonable cooperation with UEC in meeting this objective.

5.2. As a matter of basic academic policy, UEC retains the right at its discretion to

publish freely any Results. Researchers of UEC agree to provide Collaborator a copy of

any manuscript at the time it is submitted for publication. Collaborator may review

the manuscript:

(a) To ascertain whether Collaborator's Provided Confidential Information would be

disclosed by the publication;
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(b) To ascertain whether Know-How would be disclosed by the publication;

(c) To identify any potentially patentable Inventions so that appropriate steps may be

taken by UEC and/or Collaborator to protect such Invention.

Collaborator will provide comments, if any, within twenty (20) days of receipt of

manuscript.

公表

5.1. UEC における研究活動の基本目的は、新しい知識を創出してその速やかななる普及を図り、

もって公共の利益に資することにある。共同研究者は、この目的を理解し、UEC がこの目的を実現

するよう、あらゆる合理的な協力を UEC に提供する。

5.2. UEC は、大学としての基本方針により、成果については自らの判断によって自由にこれを公

表できる権利を留保する。UEC の研究担当者は、発表のための原稿が提出され次第、そのコピー

を共同研究者に提供することを承諾する。共同研究者は、当該原稿の内容を検討することにより、

以下のことを行うことができる。

(a)共同研究者の提供秘密情報に関する、当該公表における開示の有無の確認。

(b)当該公表におけるノウハウの開示の有無の確認。

(c) 公表対象として、特許性のある本発明が含まれているか否かの確認。含まれて

いると判明した場合は、UEC 及び／又は共同研究者は、当該本発明を保護するため

に然るべき適切な措置を講じることができる。

公表原稿について意見がある場合、共同研究者は原稿受領後30 日以内にコメントを提示しなけれ

ばならない。

＜４５ 成果の非保証＞

・４８ 免責・補償＞の項参照

＜４６ 類似研究参加の自由＞

2.11. Similar Research. Nothing in this Agreement will be construed to limit the

freedom of UEC or its Researchers who are participants under this Agreement, from

engaging in similar research made under other grants, contracts, or research

agreements with parties other than Collaborator.
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2.11. 類似研究の取り扱い 本契約は、その如何なる記載によっても、UEC または本契約に基づき

参加する UEC の研究担当者が、助成金、契約または研究の合意等に基づいて共同研究者以外

の第三者との間で本共同研究と類似の研究を行なう自由について、これを制限するものと解釈され

てはならない。

＜４７ 安全保障貿易管理＞

10.5. Export Controls. In transferring goods and technologies, each of the parties

shall observe the export control laws and regulations of Japan and the country where

Collaborator is located. If required by export control laws and regulations of Japan

and the country where Collaborator is located, each party shall obtain approval for

export of goods and technologies which are to be transferred for the purposes of

cooperative activities under this Agreement.

10.5.1. Neither party shall use goods and technologies, and duplications thereof,

which have been obtained under this Agreement, for the purposes of developing and

manufacturing nuclear weapons, chemical weapons, biological weapons, or missiles to

transport such weapons. Nor shall either party permit any third party to use them for

the aforementioned purposes.

10.5 輸出管理

物品や技術の移転に際しては、UEC 及び共同研究者は、日本及び共同研究者所在国の輸出管

理に関する法規を遵守しなければならない。日本又は共同研究者所在国の輸出管理に関する法

規により要求されるときは、UEC 又は共同研究者は、本契約の下で協力して行われる活動のため

に移転される物品や技術の輸出許可書を得るものとする。

10.5.1 UEC 及び共同研究者は、本契約により得られた物品、技術及びその複製品を、核兵器、

化学兵器、あるいはそれらの兵器運搬用のミサイルの開発・製造目的で使用してはならず、また、い

かなる第三者にも、それらについて上記目的のための使用を許可してはならない。

＜４８ 免責・補償＞

8.1. NO WARRANTIES. COLLABORATOR ACKNOWLEDGES AND AGREES

THAT UEC IS AN ACADEMIC RESEARCH INSTITUTION AND THAT THE

RESEARCH PROGRAM IS OF AN EXPERIMENTAL NATURE. AS A RESULT, ANY

RESULTS OF THE COLLABORATIVE RESEARCH AND ANY RESEARCH

MATERIALS ARE PROVIDED AS IS AND WITH ALL FAULTS.UEC MAKES NO
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REPRESENTATIONS OR WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,

CONCERNING THE RESEARCH OR ANY INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS,

INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,

FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, NONINFRINGEMENT, VALIDITY OF

ANY INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OR CLAIMS, WHETHER ISSUED OR

PENDING, AND THE ABSENCE OF LATENT OR OTHER DEFECTS, WHETHER

OR NOT DISCOVERABLE. Specifically, and not to limit the foregoing, UEC makes no

no warranty or representation (i) regarding the validity or scope of any Intellectual

Property Rights and (ii) that the exploitation of the Collaborative Research or any

Intellectual Property Rights will not infringe any patents or other intellectual

property rights of UEC or of a third party.

8.2. NO DAMAGES. UEC, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES,

STUDENTS AND AFFILIATES, SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY DIRECT,

CONSEQUENTIAL, OR OTHER DAMAGES SUFFERED BY COLLABORATOR,

ANY LICENSEE, OR ANY OTHERS INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,

DAMAGES ARISING FROM LOSS OF DATA OR DELAY OR TERMINATION OF

THE COLLABORATIVE RESEARCH, OR FROM THE USE OF THE RESULTS OF

THE COLLABORATIVE RESEARCH, THE USE OF ANY RESEARCH MATERIALS

OR ANY INVENTIONS OR PRODUCT. COLLABORATOR ACKNOWLEDGES AND

AGREES THAT THIS EXCLUSION AND LIMITATION IS REASONABLE

CONSIDERING THE EXPERIMENTAL NATURE OF THE RESEARCH PROGRAM

AND THE NATURE AND TERMS OF THE PARTIES' RELATIONSHIP. THIS

ARTICLE 8 SHALL SURVIVE THE EXPIRATION OR ANY EARLIER

TERMINATION OF THIS AGREEMENT.

８．表明及び保証

8.1. 保証の否認 共同研究者は、UEC が高等教育研究機関であること、および本研究プログラム

が試験的性格を有する研究であることを承知し、これに同意する。従って、本共同研究の成果およ

び研究試料は、現状有姿のまま無欠点保証なしで提供される。UEC は、本研究あるいは本知的財

産権にかかわる保証に関しては、権利の客体における登録状況の如何にかかわらず、また隠れた

る瑕疵等の欠陥の有無あるいは当該欠陥等が発見される可能性の有無等にかかわらず、商品とし

ての適格性保証、特定目的に対する適合性の保証、不侵害保証、知的財産権または特許クレーム

の有効性に関する保証等を含め、明示黙示の別なく如何なる保証も事実の表明も行なわない。上

記原則に基づいて具体的に示せば、UEC は、(i) 本知的財産権の効力または対象範囲に関する
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保証および事実の表明、ならびに (ii) 本研究及び本知的財産権を利用した場合に UEC の所有

にかかわる他の知的財産権または第三者が所有する知的財産権の侵害を生じさせない旨の保証

および事実の表明については、いずれもこれを行なわない。

8.2 損害賠償責任の否認

UEC およびその理事、役員、職員、学生および関係者は、共同研究者またはライセンシーもしくは

その他第三者に生じた損害については、データの逸失もしくは本共同研究の遅延もしくは中止によ

って生じた損害、本共同研究の成果を利用したことによって生じた損害、または研究試料もしくは本

発明を使用したことによって生じた損害などを含め、直接損害のほか派生的損害およびその他損害

等も併せて、これらいずれの損害に対しても一切責任を負担しない。共同研究者は、本研究プログ

ラムの試験的性格ならびに両当事者間の関係の性格および両者の合意条件に鑑み、保証に関し

て上記制限および限定を課することに合理性が存在することを承知し、これに同意する。本条の規

定は、本契約が期間満了もしくは早期解除により終了した後も、引き続き有効に存続する。
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MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY

RESEARCH AGREEMENT (SPONSORED PROGRAMS)

大学としての立場の確保(MIT 大学)

＜４４ 大学の教育・研究目的への配慮＞

8. PUBLICATIONS. MIT will be free to publish the results of the Research after providing the

Sponsor with a thirty (30) day period in which to review each publication to identify patentable

subject matter and to identify any inadvertent disclosure of Confidential Information. If necessary

to permit the preparation and filing of U.S. patent applications, the Principal Investigator may

agree to an additional review period not to exceed sixty (60) days. Any further extension will

require subsequent agreement between the Sponsor and MIT.

＜４５ 成果の非保証＞

None?

＜４６ 類似研究参加の自由＞

None?

＜４７ 安全保障貿易管理＞

18. EXPORT CONTROLS. MIT is subject to United States laws and regulations controlling the

export of goods, software and technology including technical data, laboratory prototypes and

other commodities. MIT’s policy is to comply with all applicable laws and regulations

including the Arms Export Control Act, the International Traffic in Arms Regulations

("ITAR"), the Export Administration Regulations ("EAR") and the laws and regulations

implemented by the Office of Foreign Assets Control, U.S. Department of the Treasury

("OFAC"). Diversion contrary to U.S. law is prohibited. The transfer of certain technical data,

services and commodities may require a license from the cognizant agency of the United

States Government and/or written assurances by the Sponsor that the Sponsor will not re-
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export or retransfer the data or commodities, other than prohibited information, to certain

foreign countries without prior approval of the cognizant U.S. government agency. While

MIT agrees to cooperate in securing any license which the cognizant agency deems necessary

in connection with this Agreement, MIT cannot guarantee that such licenses will be granted.

The Sponsor agrees to obtain permission from the U.S. government to re-transfer or re-

export for any goods, software and technology that requires such authorization and will not

allow any U.S.-origin goods, software or technology to be used for any purposes prohibited by

United States law, including, without limitation, support for terrorism or for the

development, design, manufacture or production of nuclear, chemical or biological weapons

of mass destruction.

＜４８ 免責・補償＞

13. REPRESENTATIONS AND WARRANTIES. MIT MAKES NO REPRESENTATIONS OR

WARRANTIES OF ANY KIND CONCERNING THE RESEARCH OR ANY

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS AND HEREBY DISCLAIMS ALL

REPRESENTATIONS AND WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING,

WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A

PARTICULAR PURPOSE, NONINFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY

RIGHTS OF MIT OR THIRD PARTIES, VALIDITY, ENFORCEABILITY AND SCOPE OF

ANY INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OR CLAIMS, WHETHER ISSUED OR

PENDING, AND THE ABSENCE OF LATENT OR OTHER DEFECTS, WHETHER OR

NOT DISCOVERABLE. Specifically, and not to limit the foregoing, MIT makes no warranty

or representation (i) regarding the validity or scope of the Research or any intellectual

property rights optioned or granted hereunder and (ii) that the exploitation of the Research

or any intellectual property rights will not infringe any patents or other intellectual property

rights of MIT or of a third party.

IN NO EVENT SHALL EITHER PARTY, ITS TRUSTEES, DIRECTORS, OFFICERS,

EMPLOYEES, STUDENTS AND AFFILIATES, BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR

CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, INCLUDING ECONOMIC DAMAGES OR

LOST PROFITS, REGARDLESS OF WHETHER THE PARTY WAS ADVISED, HAD

OTHER REASON TO KNOW OR IN FACT KNEW OF THE POSSIBILITY OF THE

FOREGOING. THIS ARTICLE 13 SHALL SURVIVE THE EXPIRATION OR ANY

EARLIER TERMINATION OF THIS AGREEMENT.
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国際共同研究契約チェックリスト

第 10 節「一般条項」

（前半）
45. 不可抗力

46. 紛争解決

47. 存続条項

48 契約の譲渡

49. 契約可分性

50. 権利の不放棄

51. 契約者の独立性

４５. 不可抗力

(１)不履行責任の免除

□ 双方の契約義務の不履行責任を免除（MIT 17, UEC 10.6）

□ 大学側の契約義務の不履行責任を免除（SF 19）

【注】

 不可抗力

地震、災害、戦争、内乱、ストライキ、交通機関の事故等契約当事者の責めに

帰すことができない事情により、契約上の義務の不履行や遅延が発生しても、

当該当事者に責任がないことを規定する。

・ 英米法では、契約書にこの条項がないと、損害賠償を請求されるケースもあ

る。

４６. 紛争解決

(１)仲裁による紛争解決（SF 21.3）

□ 仲裁機関

□ 国際商業会議所（ICC）1

□ アメリカ仲裁協会（AAA）2

1 International Chamber of Commerce

第一次世界大戦後、荒廃したヨーロッパの産業・経済の復興と自由な国際通商の実現を目

指して1920年に創立。本部パリ。企業間の自由かつ公正な競争の原理に基づく市場経済シ

ステムの発展を目的の一つに掲げ、国際取引慣習に関する共通のルール作りを推進してい

る。現在、世界127カ国、約7,400社の会員を有する。

http://www.iccwbo.org/

http://www.iccjapan.org/
2 American Arbitration Association

1926年設立。米国最大の民間型ADR 機関（非営利団体。本部はニューヨーク）であり、紛

争解決サービスの提供のほか、業界ごとの仲裁規則の作成、ADR に関する教育等を行って

いる。AAAは、AAAの国際部門として、96年に国際紛争解決センター(International

Centre for Dispute Resolution：ICDR) を設置。国際的事件の処理の円滑化を図るため
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□ 司法仲裁調停サービス社(JAMS)3（SF 21.3）

□ その他

□ 仲裁機関の規定なし

□ 仲裁地

□ 日本国内 □相手国 □第三国 □規定なし

□ 仲裁人の人数

□ １名□複数名（仲裁合議体） □規定なし

□ 仲裁費用の負担

□ 当事者で均等に分担 □その他 □規定なし

□ 「仲裁判断を最終とする」旨の合意

□ 明文化されている

（２）調停による紛争解決（MIT 19）
□ 調停機関

□ 国際商業会議所（ICC）

□ アメリカ仲裁協会（AAA）（MIT 19）

□ 司法仲裁調停サービス社(JAMS)

□ その他

□ 調停機関の規定なし

□ 調停地

□ 日本国内 □相手国 □第三国 □規定なし

□ 調停人の選任方法

□ 規定あり □規定なし

□ 調停人の人数

□ １名□複数名（調停合議体） □規定なし

□ 仲裁費用の負担

□ 当事者で均等に分担 □その他 □規定なし

（３）裁判所に訴訟を提起（UEC 10.4）
□ 合意裁判管轄

□ 日本国内の裁判所

□ 日本国外の裁判所

□ 規定なし

に、世界中の仲裁機関との間に、多数の共同契約を結んでいる（43カ国62の仲裁機関と提

携）。
http://www.adr.org/
3 1979 年設立。米国最大の営利目的の ADR 会社（本部はカリフォルニア州アービン、全米に 20 の事

務所）。主に国内商事紛争の調停、仲裁を行っている。J.A.M.S 社と Endispute 社との合併（94 年）

後の社名 J.A.M.S Endispute から 99 年に現在の JAMS に変更。

http://www.jamsadr.com/
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［留意点］

■仲裁には、外国の仲裁判断を国内で承認しこれに基づき強制執行することを許可す

る要件を定めた「外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約」（通称ニューヨーク

条約）がある。この条約によれば、外国仲裁判断は、条約の締約国（UNCITRAL の

HP よると現在 144 カ国）で、条約の定める要件を充足しさえすれば、強制執行が許

可される。仲裁地は、ニューヨーク条約の締結国を選ぶようにする。

（参考文献：「仲裁のご案内」一般社団法人 日本商事仲裁協会）

■仲裁裁定は、仲裁と関係のない第三者に対しては、実効性をもたない。

■日本の大学が独自技術を持ち、強い立場にある場合は仲裁地も日本国内にする

ことを検討すべきである。

■仲裁条項は、通常非常に広範囲であるが、日本の独占禁止法、外為法、米国の

輸出管理規正法、独占禁止法、等に関する紛争については、除外したほうがよ

い。米国の裁判所は独占禁止法については公益に関わるので仲裁ではなく裁判

によって決められるべきものとしている。

（参考文献：前掲「国際共同研究契約書検討実務」）

■仲裁判断は最終的なものとし、両当事者を拘束する旨の合意をしていないと、せっ

かく大学に有利な判断が出ても、相手側から改めて訴訟を起こされる可能性がある

ので注意が必要である。

（参考文献：「英文契約書の基礎知識」宮野準治／飯泉恵美子著、㈱ジャパン タイ

ムズ、2002）

■仲裁規則が許容し、仲裁裁定を執行しようとする管轄裁判地が許容し、そして、当

事者が仲裁条項で許容すると規定していない限り、法律適用の間違いや十分な証拠

が欠如している等の理由では仲裁判断を裁判所で覆すことはできないので注意が必

要である。

（参考ＨＰ：モリソン・フォースター外国法事務弁護士事務所 伊藤 見富法律事務

所（外国法共同事業事務所）HP、「ライセンス契約における裁判外紛争手続（ADR)

条項の有効活用について」）

【注】

 仲裁

仲裁とは、当事者が、私人である第三者（仲裁人）をして争いを判断させ、そ

の判断に服することを合意し（「仲裁合意」と呼ぶ）、その合意に基づき紛争

を解決する、法（仲裁法）によって認められた制度である。

（参考ＨＰ：一般社団法人 日本商事仲裁協会ＨＰ）

・ 仲裁合意の対象となる民事上の紛争について訴えが提起されたときは、被告

の申立てにより、訴えは却下される（仲裁法 14 条 1 項本文）。

・ 仲裁判断（仲裁地が日本国内にあるかどうかを問わない。）は、確定判決と

同一の効力を有する（仲裁法 45 条 1 項本文）。

̶ 130 ̶



UCIP 国際共同研究契約チェックリスト第 10 節「一般条項」

99

 調停

調停は、中立的な立場の調停人の仲介によって､当事者が自律的に紛争を解決す

る手続である。その過程で調停人から解決案が提示される場合もある。解決案

を受け入れるかどうかはあくまでも当事者の自由に委ねられており、当事者双

方の同意により解決を図る｡

（参考ＨＰ：一般社団法人 日本商事仲裁協会ＨＰ）

４７. 存続条項

(１) 補償条項に関する規定（SF 15.2）
□あり □なし

(２) 表明及び保証条項に関する規定（MIT 13, UEC 8, 9.5）
□あり □なし

(３) 守秘義務に関する規定（MIT Attachment B 3, UEC 9.5）
□あり □なし

(４) 公表に関する規定（UEC 9.5）
□あり □なし

(５) 知的財産権に関する規定（UEC 9.5）
□あり □なし

(６) 実施権の許諾に関する規定（UEC 9.5）
□あり □なし

【注】

 存続条項

契約が終了した後においても一定期間有効に存続する旨の条項

・ 存続の対象となる条項例･･･秘密保持、研究費の清算、技術情報の利用、

特許等の取り扱い、実施条件、損害賠償、

（参考文献：前掲「国際共同研究契約書検討実務」）

４８. 契約の譲渡

□ 相手方の事前の書面による同意により可能（SF 21.4, MIT 15, UEC 10.1）
例外規定

□あり □なし

（例）・包括承継人や実質的に全ての事業・資産を承継する場合(MIT 15)

・ＴＬＯを利用する場合等(UEC 10.1)

４９. 契約可分性

契約可分性に関する規定（SF 21.5）
□あり □なし

【注】

 可分性、分離独立性
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契約の一部の条項が無効・執行不能になっても、その無効・執行不能は、その

条文に定められた事項に限られ、契約の残りの条項の効力には影響しない旨の

規定（参考文献：前掲「英文契約書の基礎知識」）

５０. 権利の不放棄

権利の不放棄に関する規定（UEC 10.7）
□あり □なし

【注】

 権利の不放棄

当事者が、契約に定められる他方当事者の履行を請求せず又は請求が遅れた場

合であっても、これにより同規定は何らの影響を受けず、また、契約のいかな

る条項の違反に対する当事者の権利放棄も、同条項に継続して違反することに

対する権利放棄とはみなされない旨の条項

５１. 契約者の独立性

契約者の独立性に関する規定（SF 21.6）

□あり □なし

̶ 132 ̶



UCIP 国際共同研究契約チェックリスト第 10 節「一般条項」

101

Stanford University

GLOBAL RESEARCH AGREEMENT

15., 16. MATERIAL PROVIDED BY SPONSOR

If Sponsor provides any materials, equipment, or other property to

Stanford in connection with the Research Program, Sections 15 and

16 of Appendix 1 are incorporated into this Agreement.

Appendix 1

15. INDEMNIFICATION

15.1 Duties of the parties. Sponsor will indemnify, defend, and hold

harmless The Board of Trustees of the Leland Stanford Junior

University, their respective trustees, directors, employees, agents,

subcontractors, and students (“Indemnitees”) from any liability,

damage, loss, or expense (including reasonable attorneys’ fees and

expenses of litigation) incurred by or imposed upon the Indemnitees

or any one of them in connection with any claims, suits, actions,

demands, or judgments arising out of or connected with this Agreement

or the research done under this Agreement, except to the extent that

the liability is due to the gross negligence and willful misconduct

of Stanford. Stanford will promptly notify Sponsor of any claim and

will cooperate with Sponsor in the defense of the claim. Sponsor

will, at its own expense, provide attorneys reasonably acceptable to

Stanford to defend against any claim with respect to which Sponsor

has agreed to indemnify Stanford. This indemnity will not be deemed

excess coverage to any insurance or self-insurance Stanford may have

covering a claim. Sponsor’s indemnity will not be limited by the

amount of Sponsor’s insurance.

＜存続条項＞
15.2 Survival. The provisions of this clause will survive
termination of this Agreement.

＜不可抗力＞
19. FORCE MAJEURE
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Stanford is not liable for any failure to perform as required by
this Agreement if the failure to perform is caused by
circumstances reasonably beyond Stanford’s control, such as labor
disturbances or labor disputes of any kind, accidents, failure of
any governmental approval required for full performance, civil
disorders or commotions, acts of aggression, acts of God, energy
or other conservation measures, explosions, failure of utilities,
mechanical breakdowns, material shortages, disease, theft,
pandemic, or other occurrences.

21. GENERAL PROVISIONS

＜紛争解決＞
21.3 Dispute Resolution. If any dispute arises between the
parties in connection with payments due under this Agreement and
it cannot be resolved by mutual agreement after meetings between
the parties, it will be finally settled under the JAMS
Comprehensive Arbitration Rules and Procedures, by one or more
arbitrators appointed in accordance with the Rules. Arbitration
will be held in Palo Alto, California, or at some other mutually
agreeable location.

＜契約の譲渡＞
21.4 Assignment. Neither party may assign this Agreement
without the prior written consent of the other party.

＜契約可分性＞
21.5 Severability. If any provision of this Agreement
becomes or is declared illegal, invalid, or unenforceable, the
provision will be divisible from this Agreement and deemed to be
deleted from this Agreement. If the deletion substantially alters
the basis of this Agreement, the parties will negotiate in good
faith to amend the provisions of this Agreement to give effect to
the original intent of the parties.

＜契約者の独立性＞
21.6 Independent Contractors. Stanford and Sponsor are
independent contractors and neither is an agent, joint venturer,
or partner of the other.

＜権利の不放棄＞
N/A
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MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY
OFFICE OF SPONSORED PROGRAMS

＜存続条項＞
13. REPRESENTATIONS AND WARRANTIES. MIT MAKES NO REPRESENTATIONS

OR WARRANTIES OF ANY KIND CONCERNING THE RESEARCH OR ANY
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS AND HEREBY DISCLAIMS ALL
REPRESENTATIONS AND WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING,
WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE, NONINFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY
RIGHTS OF MIT OR THIRD PARTIES, VALIDITY, ENFORCEABILITY AND
SCOPE OF ANY INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OR CLAIMS, WHETHER
ISSUED OR PENDING, AND THE ABSENCE OF LATENT OR OTHER DEFECTS,
WHETHER OR NOT DISCOVERABLE. Specifically, and not to limit
the foregoing, MIT makes no warranty or representation (i)
regarding the validity or scope of the Research or any
intellectual property rights optioned or granted hereunder and
(ii) that the exploitation of the Research or any intellectual
property rights will not infringe any patents or other
intellectual property rights of MIT or of a third party.

IN NO EVENT SHALL EITHER PARTY, ITS TRUSTEES, DIRECTORS,
OFFICERS, EMPLOYEES, STUDENTS AND AFFILIATES, BE LIABLE FOR
INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, INCLUDING
ECONOMIC DAMAGES OR LOST PROFITS, REGARDLESS OF WHETHER THE
PARTY WAS ADVISED, HAD OTHER REASON TO KNOW OR IN FACT KNEW OF
THE POSSIBILITY OF THE FOREGOING. THIS ARTICLE 13 SHALL
SURVIVE THE EXPIRATION OR ANY EARLIER TERMINATION OF THIS
AGREEMENT.

＜契約の譲渡＞
15. ASSIGNMENT. This Agreement shall be binding upon and inure to

the benefit of the Parties hereto and their respective
successors and permitted assigns. Neither Party may assign
this Agreement without the prior written consent of the other
Party, except to a successor to all or substantially all of its
business and assets. Any attempted assignment in violation of
this Article 15 is void.

＜不可抗力＞
17. FORCE MAJEURE. Neither Party shall be liable to the other for

failure to perform any of its respective obligations imposed by
this Agreement provided such failure shall be occasioned by
fire, flood, explosion, lightning, windstorm, earthquake,
subsidence of soil, governmental interference, civil commotion,
riot, war, terrorism, strikes, labor disturbance, or any other
cause beyond its reasonable control.
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＜紛争解決＞
19. MEDIATION. If a dispute arises between the Parties, either
Party may notify the other of its desire to mediate the dispute
and the dispute shall be mediated.

A. MEDIATOR. The mediation shall be conducted by a single
mediator. The Party requesting mediation shall designate
two (2) or more nominees for mediator in its notice. The
other Party may accept one of the nominees or may
designate its own nominees by notice addressed to the
American Arbitration Association (AAA) and copied to the
requesting Party. If within, thirty (30) days following
the request for mediation, the Parties have not selected a
mutually acceptable mediator, a mediator shall be
appointed by the AAA according to the Commercial Mediation
Rules.

B. NON-BINDING; EXPENSES. The mediator shall attempt to
facilitate a negotiated settlement of the dispute, but
shall have no authority to impose any settlement terms on
the Parties. The expenses of the mediation shall be borne
equally by the Parties, but each Party shall be
responsible for its own counsel fees and expenses.

C. FAILED MEDIATION. If the dispute is not resolved by
mediation within forty-five (45) days after commencement
of mediation, each Party shall be entitled to pursue any
right or other legal remedy the Party may otherwise have.

D. RIGHT TO SEEK EQUITABLE RELIEF. Notwithstanding the provisions
of this Section, a Party may bring suit in a court of
competent jurisdiction for equitable relief from the other
Party’s alleged breach of its confidentiality obligations
without first mediating the issue.

ATTACHMENT B
SPONSOR CONFIDENTIAL INFORMATION

If, in the performance of the Research, the Principal Investigator
and members of the MIT research team designated by him/her require
and accept access offered by the Sponsor to certain information
that the Sponsor considers confidential, the rights and
obligations of the Parties with respect to such information are as
follows:

1. CONFIDENTIAL INFORMATION. When used in this Agreement,
“Confidential Information” means confidential and proprietary
information of any kind which is disclosed by the Sponsor to
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MIT that (i) prior to disclosure, is marked with a legend
indicating its confidential status or (ii) is disclosed orally
or visually, if the Sponsor identifies such information as
confidential at the time of disclosure and, within 30 days of
such disclosure, delivers to the Principal Investigator a
notice summarizing the confidential information disclosed.
Notwithstanding the foregoing, in no event is information
Confidential Information if it (a) was in MIT’s possession
before receipt from the Sponsor; (b) is or becomes a matter of
public knowledge through no fault of MIT; (c) is received by
MIT from a third party having an apparent bona fide right to
disclose the information without a duty of confidentiality to
the Sponsor; or (d) is independently developed by MIT without
use of the Confidential Information.

2. LIMITATIONS ON USE. MIT shall use the Confidential
Information solely for the purposes of the Research.
Disclosure by the Sponsor of the Confidential Information does
not constitute a grant to MIT of any right or license to the
Confidential Information except as set forth herein or in a
duly executed license agreement.

3. CARE OF CONFIDENTIAL INFORMATION. MIT shall exert
reasonable efforts to maintain the Confidential Information in
confidence, except that MIT may disclose or permit disclosure
of any of the Confidential Information to its directors
(members of the MIT Corporation), officers, employees,
consultants, advisors, students, subcontractors and agents, who
need to know such Confidential Information in the performance
of the Research and who have been advised of and have agreed to
maintain the confidential nature of the Confidential
Information.

MIT shall be deemed to have discharged its obligations
hereunder provided MIT has exercised the foregoing degree of
care and provided further that MIT shall immediately, upon
discovery of any disclosure not authorized hereunder, notify
the Sponsor and take reasonable steps to prevent any further
unauthorized disclosure or unauthorized use.

MIT's obligations of confidentiality with respect to use and
non-disclosure of Confidential Information provided under this
Agreement shall survive for a period of three (3) years
following receipt of the information.

4. REQUIRED DISCLOSURES. Nothing in this Agreement shall be
construed to prevent MIT from disclosing Confidential
Information pursuant to an order of a court or other
governmental authority of competent jurisdiction, as long as
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MIT promptly notifies the Sponsor of its obligation to disclose
and provides reasonable cooperation to the Sponsor in any
efforts to contest or limit the scope of such order or subpoena.

5. RETURN OR DESTRUCTION OF CONFIDENTIAL INFORMATION. When the
Confidential Information is no longer required for the purposes
of this Agreement, MIT shall, at the direction of the Sponsor,
either destroy or return to the Sponsor all Confidential
Information and shall destroy any electronic or digital
manifestations of the Confidential Information, except that MIT
may retain one copy of the Confidential Information solely for
the purposes of monitoring its obligations under this Agreement.

＜契約可分性＞
N/A

＜権利の不放棄＞
N/A

＜契約者の独立性＞
N/A

The University of Electro-Communications (“UEC”)
COLLABORATIVE RESEARCH AGREEMENT (sample)

【3 条は契約終了後 2 年間有効（9 条 5 項）】
3. CONFIDENTIAL INFORMATION
3.1. Both parties shall handle the following information
(“Confidential Information”) as confidential and, without prior
written consent of the other party, shall not provide, disclose or
divulge such to any third party, not to use such for purposes
other than the Collaborative Research:
(a) Technical or trade information provided or disclosed from the
other party relevant to the Collaborative Research in any form,
whether as documentation, photographs or machine readable
format(including information processed by computers or information
that can be transferred through computers), materials, samples,
provided that such is marked “Confidential”, or information orally
disclosed and specified as being confidential at the time of
disclosure, after which the other party is notified of such in
writing within twenty (20) days after disclosure (“Provided
Confidential Information”); and
(b) Results.
3.2. Notwithstanding the preceding paragraph, any information
which falls within one of the following shall not be Confidential
Information:
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(a) Information that had been already in the public domain when
obtained from the other, or information that has come into the
public domain after being obtained from the other party due to
reason not attributable to the receiving party;
(b) Information properly obtained from a third party without
bearing confidentiality obligations;
(c) Information that had already been obtained at the time when
the information was obtained from the other party;
(d) Information that was developed independently not from
information obtained from the other, and which fact can be proved
in writing; and
(e) Information the disclosure of which is obligatory under the
laws or court orders.

【5 条は契約終了後も有効（9 条 5 項）】
5. PUBLICATION
5.1. The basic objective of research activities at UEC is the
generation of new knowledge and its expeditious dissemination for
the public's benefit. Collaborator will provide all reasonable
cooperation with UEC in meeting this objective.
5.2. As a matter of basic academic policy, UEC retains the right
at its discretion to publish freely any Results. Researchers of
UEC agree to provide Collaborator a copy of any manuscript at the
time it is submitted for publication. Collaborator may review the
manuscript:
(a) To ascertain whether Collaborator's Provided Confidential
Information would be disclosed by the publication;
(b) To ascertain whether Know-How would be disclosed by the

publication;
(c) To identify any potentially patentable Inventions so that
appropriate steps may be taken by UEC and/or Collaborator to
protect such Invention.
Collaborator will provide comments, if any, within twenty (20)
days of receipt of manuscript.
5.3. UEC will give Collaborator the option of receiving an
acknowledgment in such publication. UEC shall specify that, upon
publication, the contents of such were obtained as a result of the
Collaborative Research. However, this shall not apply to cases
where Collaborator does not desire such.

【6 条は契約終了後も有効（9 条 5 項）】
6. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
6.1. Report of Inventions. Either party shall promptly report
all Inventions to the other party. Neither party shall make any
claim to the other party’s Sole Invention.
6.2. Ownership of Inventions.
(a) Inventions created only by the Researchers (including Research
Adjuncts; the same shall apply from this Section to Section 6.5)
of UEC shall be owned by UEC side, and Inventions created only by
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the Researchers of Collaborator shall be owned by Collaborator
(Collectively, “Sole Inventions”);
(b) Inventions created jointly by the Researchers of UEC and the
Researchers of Collaborator shall be jointly owned by the UEC side
and Collaborator ("Joint Inventions"). The share of Inventions and
the countries where applications of the patent rights will be made
will be determined by discussions between the parties and the
applications will be made according to the Joint Application
Agreement set forth in 6.4 below.
6.3 First Refusal Right. In case Collaborator wishes to obtain any
rights relating to the Sole Inventions held by UEC side, the
Collaborator may negotiate with the UEC side on the terms and
conditions to obtain such rights, including ownership of, or a
license to use the Sole Invention held by UEC. UEC shall
negotiate with Collaborator prior to negotiation with third
parties if Collaborator expresses its desire as stated above.
6.4. Joint Application Agreement. The parties shall execute Joint
Application Agreement separately in which necessary matters are
stipulated such as the share of the parties relating to
Intellectual Property Rights in Joint Inventions, bearing of
management expenses (expenses to be paid to registration organs
such as the Patent Office, and external patent attorneys who are
not affiliated with either party, etc., for acquisition and
maintenance of the Intellectual Property Rights; “Management
Expenses”).
6.5. Application Relevant to the Jointly-owned Intellectual
Property Rights. Unless the parties agree in writing otherwise,
the application, prosecution, defense and maintenance of all
Intellectual Property Rights in Joint Inventions will be conducted
jointly in the name of both parties and controlled by them jointly,
acting reasonably and in good faith. Notwithstanding the
foregoing, in case either party has succeeded the other party’s
interest in the Intellectual Property Rights in the Joint
Inventions, the application, prosecution, defense and maintenance
of said Intellectual Property Rights shall be conducted solely in
the name of said party.
6.6. Designation of Know-How. The parties shall promptly engage
in good faith negotiations to agree on which portions of Results
should be designated as Know-How. In such designation of Know-How,
the parties shall determine the period of confidentiality upon
consultations and specify said in an agreement separately.
6.7. Management Expenses. The parties shall bear the Management
Expenses of the Intellectual Property Rights jointly owned by the
parties in accordance with their respective shares. As to the
Intellectual Property Rights jointly owned by the parties or
solely owned by UEC, if UEC accepts the request of Collaborator
for Exclusive License, Collaborator shall bear the entire amount
of Management Expenses as to the relevant Intellectual Property
Rights until the Exclusive License for Collaborator is terminated.
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6.8. Rights in TRP. In the event that the parties elect to
establish property rights other than patents to any tangible
research property (TRP), including but not limited to biological
materials, created jointly by the parties during the course of the
Collaborative Research, UEC and Collaborator will determine the
disposition of rights to such property by separate agreement. UEC
will, at a minimum, reserve the right to use and distribute TRP
for non-commercial research purposes.

【7 条 1 項から 7 条 4 項本文までは契約終了後も有効（9 条 5 項）】
7. GRANTING OF LICENSES
7.1. Grant of Exclusive License to Collaborator. With respect to
Intellectual Property Rights jointly owned by the parties or owned
by UEC solely, if UEC accepts the request of Collaborator for
Exclusive License, the parties shall execute Exclusive License
agreement separately in which necessary matters are stipulated
such as terms and conditions, including distribution of the
license fee in the case Collaborator grants a Nonexclusive License
to a third party.
7.1.1. If Collaborator requests of UEC the extension of the
period of Exclusive License, and then if UEC judges that
Collaborator actually is Exercising Exclusive License, or is
highly likely to Exercise such in the future, and so extension of
the period is appropriate, the parties may execute an amendment
agreement to extend the relevant period.
7.2. Nonexclusive Exercise of Jointly-owned Intellectual
Property Rights by Collaborator. If Collaborator wishes to
Exercise the Intellectual Property Rights jointly owned by the
parties without grant of Exclusive License, either of the
following shall be chosen:
(a) In the event Collaborator pays royalty to UEC, which
adequately reflect Collaborator’s recognition of the fact that UEC
shall Exercise the relevant Intellectual Property Rights only for
non-commercial purposes as research and education, as provided in
a separate agreement in accordance with the share of UEC:
In such circumstances, UEC and Collaborator may grant Nonexclusive
License to third party as to the relevant Intellectual Property
Rights pursuant to Section 7.5.1and 7.5.2.
(b) In the event Collaborator Exercises the relevant jointly-owned
Intellectual Property Rights without paying royalty to UEC:
In such circumstances, pursuant to Section 7.5.3., UEC may grant
Nonexclusive License of the relevant Intellectual Property, to
third party, and Collaborator must agree to such.
7.3. Collaborator shall choose any one of the means as referred
to in Section 7.1 and the respective items of Section 7.2 by the
time of the execution of a Joint Application Agreement, and the
parties shall stipulate such in the Joint Application Agreement.
7.4. Use of TLO. Collaborator shall agree to the use of TLO to
grant Intellectual Property Rights jointly owned by the parties on
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behalf of UEC. Collaborator shall agree to the fact that the
rights owned by UEC as title holder and obligations borne by UEC
as obligator relating to the Intellectual Property Rights as
stipulated in this Agreement will be Exercised or performed in
place of UEC by the relevant technology licensing agreement.
【7 条 4 項 1 は契約終了後 2 年間有効（9 条 5 項）】
7.4.1. Collaborator shall agree by this Agreement to the fact
that UEC will disclose or provide Results to the TLO for the
purpose of using the TLO. In this case, UEC shall impose on the
TLO confidentiality obligations of a level equivalent to those UEC
bears in this Collaborative Research Agreement.
【7 条 5 項本文から 7 条 5 項 3 までは契約終了後も有効（9 条 5 項）】
7.5. Grant of License etc. to a Third Party. When either party
is to assign or establish a pledge or grant a license to a third
party as for its share of the Intellectual Property Rights jointly
owned by the parties, the party shall obtain written consent from
the other party in advance. Provided, however, that concerning the
Intellectual Property Rights jointly owned by the parties and of
which Exclusive License is owned by Collaborator, Collaborator
alone may grant Nonexclusive License to a third party, and UEC
shall, except for in cases where the conditions for the relevant
grant is unreasonable (which means cases where the license fee is
unreasonably low in the light of license agreements for similar
types of Intellectual Property Rights, or where the license period
is unreasonably long, .), consent to the grant of Nonexclusive
License to a third party. Additionally, when establishing or
granting the license or assigning the share of UEC to the TLO,
such shall be in accordance with Section 7.4.
7.5.1. Concerning the Intellectual Property Rights jointly owned
by the parties, if it is stipulated in the Joint Application
Agreement that Section 7.2, Item (a) will be applicable, when
either party is to grant Nonexclusive License to a third party the
relevant Intellectual Property Rights, the party shall disclose to
the other party in advance in writing the relevant third party to
which such is granted, the scope and conditions of licensing and
request consent. Note that the party of which consent is requested
must give consent except for in cases where the conditions of the
relevant grant are unreasonable (this means the cases as set forth
in Section 7.5).
7.5.2. License fees in the case license is granted to a third
party pursuant to the preceding paragraph, in accordance with the
shares of UEC and Collaborator relating to the Intellectual
Property Rights, shall be distributed respectively.
7.5.3. Concerning Intellectual Property Rights jointly owned by
the parties, if the fact is stipulated that Section 7.2, Item (b),
is applicable in the Joint Application Agreement, when UEC
requests consent from Collaborator pursuant to Section 7.5 as to
grant of Nonexclusive License to a third party the relevant
Intellectual Property Rights, Collaborator shall consent to such.
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As for the license fees from third parties shall be received
solely by UEC, not distributed to Collaborator.

【8 条は契約終了後も有効（9 条 5 項）】
8. REPRESENTATIONS AND WARRANTIES
8.1. NO WARRANTIES. COLLABORATOR ACKNOWLEDGES AND AGREES THAT
UEC IS AN ACADEMIC RESEARCH INSTITUTION AND THAT THE RESEARCH
PROGRAM IS OF AN EXPERIMENTAL NATURE. AS A RESULT, ANY RESULTS OF
THE COLLABORATIVE RESEARCH AND ANY RESEARCH MATERIALS ARE PROVIDED
AS IS AND WITH ALL FAULTS.UEC MAKES NO REPRESENTATIONS OR
WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, CONCERNING THE
RESEARCH OR ANY INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS, INCLUDING, WITHOUT
LIMITATION, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE, NONINFRINGEMENT, VALIDITY OF ANY INTELLECTUAL
PROPERTY RIGHTS OR CLAIMS, WHETHER ISSUED OR PENDING, AND THE
ABSENCE OF LATENT OR OTHER DEFECTS, WHETHER OR NOT DISCOVERABLE.
Specifically, and not to limit the foregoing, UEC makes no
warranty or representation (i) regarding the validity or scope of
any Intellectual Property Rights and (ii) that the exploitation of
the Collaborative Research or any Intellectual Property Rights
will not infringe any patents or other intellectual property
rights of UEC or of a third party.
8.2. NO DAMAGES. UEC, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES,
STUDENTS AND AFFILIATES, SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
CONSEQUENTIAL, OR OTHER DAMAGES SUFFERED BY COLLABORATOR, ANY
LICENSEE, OR ANY OTHERS INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, DAMAGES
ARISING FROM LOSS OF DATA OR DELAY OR TERMINATION OF THE
COLLABORATIVE RESEARCH, OR FROM THE USE OF THE RESULTS OF THE
COLLABORATIVE RESEARCH, THE USE OF ANY RESEARCH MATERIALS OR ANY
INVENTIONS OR PRODUCT. COLLABORATOR ACKNOWLEDGES AND AGREES THAT
THIS EXCLUSION AND LIMITATION IS REASONABLE CONSIDERING THE
EXPERIMENTAL NATURE OF THE RESEARCH PROGRAM AND THE NATURE AND
TERMS OF THE PARTIES' RELATIONSHIP. THIS ARTICLE 8 SHALL SURVIVE
THE EXPIRATION OR ANY EARLIER TERMINATION OF THIS AGREEMENT.

9. TERM AND TERMINATION

【9 条 4 項は契約終了後も有効（9 条 5 項）】
9.4. When the Collaborative Research is terminated or cancelled,
UEC shall return to Collaborator the facilities accepted from
Collaborator pursuant to the provisions of Section 2.7.1 in the
state as of the point of time of completion or suspension of the
research.
＜存続条項＞
9.5. Survival Provisions. The provisions of Article 5, Articles
6 through Section 7.4, Section 7.5through Section 7.5.3, Article
8 and Section 9.4 shall remain effective after termination
hereof; and the provisions of Article 3, Section 7.4.1 shall
remain effective for two (2) years after the termination hereof.
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10. GENERAL PROVISIONS

＜契約の譲渡＞
10.1. No Assignment. Neither party may assign all or part of
the rights and obligations hereunder to any third party without
prior written consent of the other party (including the cases
where such is incidental to the assignment of business or
operations), provided, however, that when using a TLO, the
provisions of Section 7.4 shall be applicable.

＜紛争解決＞
10.4. Jurisdiction. If any dispute arises upon execution hereof
or in relation to this Agreement, the parties shall make the
utmost efforts to settle such by amicable consultations. Amongst
disputes arising out of this Agreement, including the
effectiveness of this Agreement, all disputes relevant to the
Intellectual Property Rights shall be subject to the exclusive
jurisdiction of Tokyo [Osaka] District Court as court of first
instance, and other disputes in connection with this Agreement
shall be subject to the exclusive jurisdiction of the court that
has jurisdiction over the place of address of UEC as court of
first instance.

＜不可抗力＞
10.6. Force Majeure. Neither party shall be responsible to the
other for failure to perform any of the obligations imposed by
this Agreement, provided such failure shall be occasioned by fire,
flood, explosion, lightning, windstorm, earthquake, subsidence of
soil, failure or destruction, in whole or in part, of machinery or
equipment, or failure of supply of materials, discontinuity in the
supply of power, governmental interference, civil commotion, riot,
war, strikes, labor disturbance, transportation difficulties,
labor shortage or any cause beyond its reasonable control.

＜権利の不放棄＞
10.7. No Waiver. Even if a party fails to request performance
hereof by the other party as stipulated in the provisions hereof
or delays in requesting such, such provisions shall not be
affected whatsoever by such. Waiver of rights by a party for
breach of any provision hereof shall not be deemed as waiver of
rights to the continuous breach of said provisions.

＜契約可分性＞
N/A

＜契約者の独立性＞
N/A
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（後半）
52. 順法

53. 準拠法

54. 完全合意

55. 契約書の改訂

56. 契約書正本

５２. 順法

(１)契約者が守るべき法令等の範囲（SF21.1）

□ 該当する地域(地方)、州、連邦法および規定

□ 日本法

□ 日本以外の法

［留意点］

■ 日本の法令等の取扱い。

【注】

■ Stanford 以外の参照大学雛型にはこの条項はない。

■ 「感染症」分野に臨床への応用を視野に入れた研究をする場合、「臨床試験、臨床研

究については、該当する国際協定に従ってなされるものとする Clinical trial or research

shall be done also in compliance with applicable international agreements.」を順法条

項に追加することを推奨している。

（cf. JST 国際研究契約雛型）http://www.jst.go.jp/inter/cooperation/agreement.html

５３. 準拠法

(１)準拠法の明示（SF21.7、MIT16、UEC10.3）

□ 指定される準拠法の確認

□ 契約当事者間いずれかの所属地・国

□日本

□日本以外（契約相手の国）

［留意点］

■ 当事者間のどこの国および州の法を準拠法とするか。
Stanford：カリフォルニア州法、MIT：マサチューセッツ州法および連邦法、電通大：日本法

準拠法が英米法になる場合、英米法の下では、当事者間で合意が成立した上で、両者間で「約

因（対価関係 consideration）」の記載が必要。日本法の下では不要。

（参照：「英文契約書の基礎と実務」著：牧野和夫 P39、352）

■ 日本の大学では、準拠法とともに裁判管轄も同条項で規定している。

■ 紛争発生リスクの可能性・対応可否・コスト等を検討の上、判断する必要有り。

→裁判管轄（Jurisdiction）の条項とセットで要確認。

■ 強行法規等との関係

『国によっては、強行法規などは、契約で合意された準拠法よりも、契約締結地や履
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行地の法律を準拠法とするといった一定の条件を定めているので、事前の確認が必

須』。（参照：「英文契約書の基礎と実務」著：牧野和夫 P149）

【注】

■準拠法の定めが無い（合意できずに敢えて記載しない場合もある）

『当事者間であらかじめ準拠法が合意されない場合には、各国の国際私法（法律の抵触法、

日本では通則法）によって、原則として、その取引に最も密接な関係にある国（法域）、

つまり最密接地の法律が適用される。』（参照：「英文契約書の基礎と実務」著：牧野和

夫 P149）

■第三国（当事者以外の国）の法律を準拠法とすることもある。

→理由の確認、本契約の内容に関する有利／不利の判断

５４. 完全合意

(１)当事者間の最終および完全な合意・了解事項（SF21.10、MIT22、UEC10.8）

□ 本契約内容の優先（従前の合意、決定に対する置き換えとする取扱い）

［留意点］

■ 本契約以前に交わされた合意がすべて無効になることの是否に関する確認。

→有効に残したい合意事項は、本契約に漏れなく反映されているか。

【注】

『完全合意条項は、契約を締結した時点で、それまでの口頭・署名による合意や約束はす

べて無効となり、本契約が全てに優先する。契約書に書いてあることが全てである。」

（参照：「英文契約書の基礎と実務」著：牧野和夫 P147）

５５. 契約書の改訂

(１)本契約への修正または変更（SF21.11）

□ 修正または変更のための手続き

 書面による

 両当事者の正当な権限者による署名

［留意点］

■相手方の当事者により、一方的な改訂が行われないようになっているか。

【注】

■完全合意をさらに強化するための条項。

５６. 契約書正本（SF21.13、MIT21）

［留意点］

■契約当事者が署名をしたものは、全て同一の文書(契約)を構成し、正本となる。

■正本が適正に作成されるまで、署名者は本契約に拘束されない。
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■正本は１通だけでなく、全当事者のサインをしたものを正本とみなし、全当事者で１通

ずつ保管する方式が多く採用されている。場合によっては、正本が複製される数やそれ

らを保有する者の確認も必要。

【注】

■ OFFICIAL TEXT

契約書の正本の言語、その解釈などに差異があったときに、どちらのものを優先する

かを取り決める場合もある。準拠法との関係で重要。特に非英語圏の契約当事者同士

で契約を結ぶ場合には、英語の契約書だけにするなどの対応を推奨する。

→条項の記載例：

『Article**. OFFICIAL TEXT
This Agreement has been executed in both the English and Japanese languages, and
both text shall be deemed the original. However, both parties agree that the English
version shall be controlling.

(本契約は、英文および日本文で締結され、それぞれ正本とみなす。しかし、(解釈に疑

義がある場合は)両当事者は、英文の契約書が優先されることに合意する。)』

（参照：「英文契約書の基礎知識」著：宮野準治/飯泉恵美子 P168）
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Stanford University
GLOBAL RESEARCH AGREEMENT

＜順法＞

21.1 Laws and Regulations. This Agreement is subject to all applicable local, state and

federal laws and regulations.

＜準拠法＞

21.7 Governing Law. This Agreement is governed by the laws of the State of California,

without regard to its conflict of laws doctrine. Any legal action involving this

Agreement or the Research Program will be adjudicated in the State of California.

＜完全合意＞

21.10 Entire Agreement. This Agreement represents the entire agreement and

understanding between the parties with respect to its subject matter. It supersedes

all prior or contemporaneous discussions, representations, or agreements, whether

written or oral, of the parties regarding this subject matter.

＜契約書の改訂＞

21.11 Amendments or Changes. Amendments or changes to this Agreement must be in

writing and signed by the parties’ authorized representatives.

＜契約書正副本＞

21.13 Counterparts. This Agreement and any amendment to it may be executed in

counterparts and all of these counterparts together shall be deemed to constitute

one and the same agreement.
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電気通信大学英文共同研究契約雛型

＜準拠法＞

10.3. Governing Law. This Agreement shall be governed by and construed in accordance

with the laws of Japan, with conflicting laws excluded.

＜完全合意＞

10.8. Entire Agreement. This Agreement contains a final and complete agreement

between the parties, replaces and supersedes all prior agreements or determinations

between the parties in relation to the matters as set forth herein. This Agreement may be

amended solely when the parties hereto truly agree in writing.
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Massachusetts Institute of Technology Office of Sponsored Programs
Research Agreement

（For which the sponsor is located outside the USA.）

＜準拠法＞

16. GOVERNING LAW. The validity and interpretation of this Agreement and the
legal relationship of the Parties to it shall be governed by the laws of the
Commonwealth of Massachusetts and the applicable U.S. Federal law.

＜完全合意＞
22. ENTIRE AGREEMENT. Unless otherwise specified, this Agreement and its

Attachments embody the entire understanding between MIT and the Sponsor with
respect to the Research, and any prior or contemporaneous representations, either
oral or written, are hereby superseded. No amendments or changes to this
Agreement, including, without limitation, changes in the statement of work, period
of performance or total estimated cost, shall be effective unless made in writing and
signed by authorized representatives of the Parties.

＜契約書正副本＞
21. COUNTERPARTS. This Agreement and any amendment hereto may be executed in

counterparts and all such counterparts taken together shall be deemed to constitute
one and the same instrument. If this Agreement is executed in counterparts, no
signatory hereto will be bound until all the Parties named below have duly executed
a counterpart of this Agreement.
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国際共同研究契約チェックリスト

第 11 節「署名欄」条項

57. 署名欄

５７. 署名欄

□ 代表権の確認

□ サイン証明、法人証明書の添付

わが国においては、重要な契約は契約書に実印を押印し、印鑑証明を添付す

るが、米国等では印鑑の代わりに署名するので、サイン証明を要求される場

合がある。サイン証明は、日本では公証役場で公証人（Notary public）の面

前で本人がサインすることにより取得できる。

□ プルーフ・リード（Proof read）

署名する前に、再度契約書の正本をこれまでの交渉経過を正確に反映しているかど

うか確認する。これまでこの契約を担当してきた者は内容を熟知しているため、読

み飛ばすことが多いので、その案件を担当しなかった他の契約担当者もプルーフ・

リードすると効果的である。

□ 訂正

調印式の最終段階で誤字等を発見した場合は、すべての正本の該当部分を訂正しそ

の右端に両当事者がイニシャルでサインする。

□ 副署（Attest）

サイン証明書を添付しない場合、代表権限のある署名者の他に両当事者の陪席者が

Attest 欄を設け署名することがある。

□ 契約の発効日（Effective Date）の確認

効力発生については、特に規定がない場合、後に署名した代表者の日付が発効日と

なる。より明確にするためには、発効日を契約書本文中で定めておくことが望まし

い。発効日は、最終署名日より前または後にすることもできるが、その両方の日付

があまりに離れている場合は、注意を要する。

□ 契約書各頁へのイニシャルによる署名

日本の契約では、各頁に割印を押したり、袋とじをするが、国際契約の場合はシー

ル（Seal）で封印されることはまれである。通常は差し替え防止のため、本文だけ

でなく、すべての添付書類に両当事者がイニシャルで各頁の下段に署名する。

□ 印紙

契約書に印紙を貼付する必要があるときは、その印紙を両当事者がイニシャルで消

印する。

［留意点］

■ 契約は両当事者の正当な代表権を持つ者による署名によって作成する。英米法には、

日本の商法２６２条のような表見代理の規定はない。欧米では日本のような代表取締

役の制度もなく、社長や副社長であっても代表権を持っているとは限らない。慎重を

期すためには、代表権について相手方に確認することが必要である。英米系の大会社
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では、持ち株会社の下に Division 毎に会社を設立したり、“Company”という名称で

も事業部であり法人登記がなされていない場合があるので注意を要する。

特に、中小のベンチャー企業と契約する際は、上記の確認をすることで、紛争を未然

に防止することができる。欧米企業の場合、M&A だけでなく社名変更も頻繁に行われ

るので、日本の法務局の登記簿謄本に相当する法人証明書を相手方から入手しておく

とよい。

■ 海外の企業や大学から国内の大学の研究者に直接契約の締結を求められ、トラブルと

なるケースがある。学外からこのような申し出があった場合、必ず研究者は学内の産

学連携部門に届出るよう周知徹底しておく。

■ 海外の大学等と契約交渉する際、相手方が研究者個人として契約しているのか大学と

して契約しているのか不明確な場合がある。このような場合、契約当事者の署名者を

学長名とすることで、大学としての契約であることを明確にすることができる。その

際記載する住所は登記簿上の大学の住所を記載する。

■ ＴＬＯ等が仲介した場合、契約当事者として参加させるか否か、参加させる場合はど

のような形で契約当事者として参加させるかについて十分検討しておく。

■ 欧米のライセンス機関から契約相手方を開示しないままライセンスの申し込みが来る

ケースがあるが、問題となる場合が多いので避けるべきである。またこのような契約

は輸出管理法の観点から問題となる場合もあるので注意を要する。

̶ 152 ̶



UCIP 国際共同研究契約チェックリスト第 11 節「署名欄」

121

電気通信大学英文共同研究契約雛型

＜署名欄＞

IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto have caused this Agreement to be executed in
duplicate counterpart original by their duly authorized representatives to be effective as
of the day and year first hereinabove written.

[UEC] [COLLABORATOR]

By: By:
Title: Title:
Date: Date:
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Massachusetts Institute of Technology Office of Sponsored Programs
Research Agreement

＜署名欄＞

IN WITNESS WHEREOF, the Sponsor and MIT, intending to be legally bound, have
executed this Agreement as of the Effective Date by their respective duly authorized
representatives.

MASSACHUSETTS INSTITUTE SPONSOR
OF TECHNOLOGY

By By

Name Name

Title Title

Date Date

［署名日が異なる場合の条文例］

IN WITNESS WHEREOF, each of the parties hereto has caused this Agreement to be
executed in duplicate by its duty authorized representative on the respective dates
entered below and each party shall retain one original each.
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Stanford University

SPONSORED RESEARCH AGREEMENT（2-02-10 版）

＜電子署名条項＞

21.12 Electronic Signatures. The parties to this Agreement agree that a copy of the

original signature (including an electronic copy) may be used for any and all

purposes for which the original signature may have been used. The parties further

waive any right to challenge the admissibility or authenticity of this Agreement in a

court of law based solely on the absence of an original signature.

[Signatures on front page]
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３．主要機関の国際共同研究契約条文一覧表

米国、欧州、国内の大学等がそれぞれの HP で公開している国際共同研究契約書雛形に

ついて、条文ごとに比較している。各機関の特徴的な条文も紹介する。
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４．英国 Lambert Model 分析レポート

英国の産学官それぞれの立場の主要機関が交渉を重ね、産学官連携共同研究プロジェク

トを始める際のリーズナブルな考え方、標準雛形等を整備した。そのうちガイダンスノー

トについて日本語サマリを紹介する。
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「英国 Lambert Model 分析レポート」

作成：ＵＣＩＰ法務調査研究部門

平成２５年３月

̶ 167 ̶



ｄ 

̶ 168 ̶



1

はじめに ～英国 産学官連携共同研究モデル契約書「Lambert Model」の紹介～

「Lambert Model」は、英国の代表的な産・学・官の関係者が検討を重ね、どの立場から見てもリーズ

ナブルで交渉し易いと思われる、契約書標準書式として作成されたものである。（全 9 種類）。標準書式

以外にも、

・「Guidance Notes」：各条文の考え方、条文の選択の方法の説明

・「Outline」：契約書作成前に、相手方と条件を交渉するためのチェックリスト（質問形式）

・「Decision Guide」：適切な標準書式を選ぶためのチェックリスト

の 3 つが整備されており、合わせて「Lambert Toolkit」として、英国特許庁のウェブサイトに掲載され

ている。

【Lambert Toolkit 掲載場所】

http://www.ipo.gov.uk/lambert

【ワーキングチーム】

グラクソスミスクライン社、アストラゼネカ社、ヒューレットパッカード社、ロールスロイス社、オ

クスフォード大学、リバプール大学、ロンドン大学ユニバーシティカレッジ、GSK 顧問弁護士、英国特

許庁、等

【整備されたモデル契約書の種類】

●１対１の共同研究契約

1. 研究成果の知的財産は大学が所有し、企業に対して非独占ライセンス権を付与する。

2. 研究成果の知的財産は大学が所有し、企業に対して独占ライセンスのオプションを付与する。

3. 研究成果の知的財産は大学が所有し、企業に対して譲渡のオプションを付与する。

4. 研究成果の知的財産は企業が所有するが、大学は研究目的での実施を認められる。

5. 研究成果の知的財産は企業が所有し、大学は成果の発表を認められない（共同研究というより下請

契約の形態）。

※詳細は、http://www.ipo.gov.uk/whyuse/research/lambert/lambert-mrc/lambert-mrc-agree.htm を

参照

●コンソーシアム型共同研究契約

A. それぞれ自己が開発した知的財産は各自で所有し、他の当事者に対して、サブライセンス権つきの

非独占ライセンスを与える（成果を最大限実施・活用させる）。

B. 予め実施について当事者間で合意されており、実施機関は当事者間に決められている。他の機関は

当該機関に知的財産を譲渡もしくは独占ライセンスする。実施による利益は分配する。

C. 予め実施について当事者間で合意されており、実施機関は研究成果の領域によって異なる機関に帰

属が決められている。それぞれの実施機関のビジネス領域に密接な成果について、他の当事者から

知的財産の譲渡を受ける。

D. それぞれ自己が開発した知的財産は各自で所有し、当プロジェクトの目的においてのみ、他の当事

者に対して非独占ライセンスする。実施に関する当事者間の合意はされていない。ある当事者が他

当事者の知的財産を実施したい場合は、当該当事者同士で別途協議しなければならない。
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※詳細は、

http://www.ipo.gov.uk/whyuse/research/lambert/lambert-mc/lambert-mc-agreements.htm を参照

このLambert Modelはわが国においても国際的産学連携を進める上で有用なツールであると考えられる。

これらのうち「ガイダンスノート」については、日本語の要約を作成した。これにより英国の産学官機

関の標準的な考え方を知る一助となれば幸いである。

※各所に URL が埋め込まれているため、データ版を参照されたい。
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○Guidance Note

1. Maximising innovation and finding a workable compromise

１．イノベーションの最大化と実現可能な妥協

ランバートモデル契約書の目的はイノベーションを最大化することにある。研究成果の活用を促進する

ため、最低限、スポンサーが非独占実施できるようにすべきである。

コンソーシアム契約書モデル B および C で特に重要なことは、商品開発計画を規定していることであり、

その計画どおり実施しなかった場合、その権利を失うことになる。

コンソーシアム契約書モデル A は、当事者全てに研究成果の実施権を持たせることで、公平な競争の場

を提供している。

ランバートモデル契約書は、大学側への利益還元の最大化を目的とはしていない。その目的は、産業界

と大学の連携と知識の共有を促進することにある。全ての当事者にとって、状況に応じて合理的かつ実

施可能な妥協案を提供することを目的としている。

2. How to decide

２．共同研究契約書モデルの選択の仕方

５つの共同研究契約書モデルのうち、どれが一番適しているかを判断するには、Decision Guide を参照

するとよい。研究成果の帰属や活用方法を決める際、考慮すべき原則や基準を知ることができる。

スポンサーが独占ライセンス及び権利譲渡について交渉できるよう、共同研究契約書モデル 2 と 3 を組

み合わせてもよい。例えば、スポンサーが、ある地域では独占ライセンス権を持ち、他の地域では権利

を譲り受けるということもあり得る。

３つのコンソーシアム契約書モデル(A，B，Ｃ)の Decision Guide は、余りにも多くの組合せの可能性が

あるため、作成されていない。自分のプロジェクトの状況に最も近い契約モデルを選んだ上で、実情に

合うようカスタマイズしていく必要がある。

3. Decision Guide

３．Decision Guide

ガイドラインに記載された質問事項を検討することで、5 つの共同研究契約書モデルのうち、どれが最も

適しているか、知ることができる。ただし、この Decision Guide は絶対ではないので、選んだモデルが

本当に最も適しているか、最後に再度確認する必要がある。

5 つの共同研究契約書モデル及びこの Decision Guide は、下記の前提条件がある。

 大学とスポンサーは、プロジェクトで協力することを希望している。

 大学とスポンサーは、プロジェクトの詳細(本契約の添付 2)に合意可能。

 スポンサーは総経済コスト（*FEC）を負担する意思がある。大学は*TRAC/FEC ベースでコストを

見積もることができる。大学とスポンサーは、プロジェクトの予算及びスポンサーの費用負担につい

て合意可能。

＊FEC と TRAC については以下参照：

http://www.zam.go.jp/p00/pdf/806/00000004.pdf
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http://www.abdn.ac.uk/trac/applications/trac-fec/

http://www.shef.ac.uk/finance/staff-information/howfinanceworks/financial_planning/trac_and_fec

4. Joint ownership

４．知的財産の共有

5 つの共同研究契約書モデルのいずれも、知的財産権の共有については規制していない。知的財産の共有

は、想像以上にまれなケースであるし、両者にとって取扱いが大変困難になるからである。そこで、ラ

ンバートモデルでは、一方の当事者が知的財産権を単独で所有するという、より簡単な方法を採用して

いる。ただし交渉の結果、成果 A の知的財産は大学が所有し、成果 B の知的財産はスポンサーが所有す

るということもあり得る。

なお、コンソーシアム契約書モデル A の第 5.4 条には、知的財産の共有に関する規定がある。

ランバート作業部会の当事者は、可能な限り知的財産の共有を避けるように推奨している。どうしても、

複数の当事者があるプロジェクトの研究成果を所有する必要がある場合、１つの知的財産を複数の当事

者が所有するのではなく、ある知的財産は一当事者が単独所有し、他の知的財産は別の当事者が所有す

るという形態を推奨している。

上記にも、ある知的財産を複数当事者で共有することとなった場合、それぞれの共有者が、該当知的財

産を活用するためのどのような権利を有するのかを、契約で規定することが重要である。詳細はコンソ

ーシアム契約書モデル A の第 5.4 条を参考にされたい。

5. Underlying principle

５．基本原則

5 つの共同研究契約書モデルの基本原則は、企業がスポンサーとして全ての研究費を負担し、その見返り

として、研究成果を非独占、無償にて実施する権利を得るというものである（共同研究契約書モデル１）。

スポンサーは研究費を多く支払うほど、多くの権利を得ることになる最も高額の研究費の支払いをし、

スポンサーが知的財産の所有者になるパターンが共同研究契約書モデル５である。

このような考え方をそのまま 3 者以上の契約にもあてはめることはできない場合も多いがが、支払いと

利益配分を決める際は、各当事者のプロジェクトに対する経済的およびその他の貢献度を考慮すべきで

ある。

6. Jurisdiction

６．裁判管轄

ガイダンスノートとモデル契約書は、英国法に準拠することを前提に作られている。それ以外の場合も

適用はできるが、弁護士のアドバイスが必要である。
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○Guidance Note for Research Collaboration Agreements

7. Charitable purposes and tax

７．慈善目的および税

何れかの契約当事者が慈善団体の場合、その当事者は、当研究活動が慈善目的の範囲内であることを保

証しなければならない。また、法人税を免除されている当事者は、王立国税法（HM Revenue and Customs）

の規定で、当研究活動が免税対象であるかどうかを確認しなければならない。

詳しくはこちら→ http://www.charity-commission.gov.uk/

8. Parties

８．当事者

全契約当事者の正式な法人名を、契約書の先頭に明記しなければならない。

会社は、法人名と登録所在地は変更する可能性があるが、イングランド、ウェールズやスコットランド

で設立される会社では、その登録番号は決して変更されない。従って、登録番号によって会社を特定す

ることを推奨する。（大学には登録番号がない。)

9. Definitions

９．定義

 学術発表 （Academic Publication）

学問や知識の普及は大学の使命であり、多くの学術研究者のキャリアにとって、論文発表や学会への参

加は重要である。そこで、モデル 5（受託研究）を除いた共同研究契約モデル全てが、大学や研究者によ

る、プロジェクトに関する学術発表を認めている。

 契約の変更 （This Agreement）

契約書を変更する場合は、いかなる誤解も避けるために、書面で明記し、各当事者の代表者による署名

をすることが重要である。この変更契約書は、原契約の原本とともに保管されなければならない。

 バックグラウンド技術 （Background）

各当事者は、それぞれのバックグラウンド技術（既に持っていた、またはプロジェクトとは無関係に開

発された情報、ソフトウェア、資料等）について、プロジェクトの遂行を目的とした、他の当事者によ

る利用を許可すべきである（共同研究契約書モデル第 4.2 条参照）。

 特定のバックグラウンド技術 （Specific Background）

プロジェクト開始時に、各当事者の全てのバックグラウンド技術を特定することは、必要なかったり、

可能でない場合もある。ただし、プロジェクトの成功が、当事者の特定のバックグラウンド技術が利用

可能かどうかにかかっている場合は、この技術は特定され、契約書の添付２に記載される必要がある。

第 2.2 条の規定の下、ある当事者のバックグラウンド技術が上記のように、添付２に記載される必要があ

るとみなされない限り、その当事者はいかなるバックグラウンド技術も提供の義務はない。ただし、そ

の当事者が望んだ場合は提供してもよい。

 機密性のあるバックグラウンド技術 （Sensitive Background）

バックグラウンド技術に秘密情報が含まれる場合、その情報が提供される前もしくはその時に、特定す

̶ 173 ̶



6

べきである。大学の研究者による学術発表の際にも、この秘密情報を含ませないことが大変重要である。

このことは最初に認識しておく必要がある。（秘密情報と学術発表の欄参照）

 営業日 （Business Day）

英国以外の当事者がいる場合は、この項の中の「England」を適宜変更しなければならない。

 秘密情報 （Confidential Information）

ある当事者のバックグラウンド技術全てが、商業的に機密性があり、秘密保持されなければならない場

合は、角括弧内の語句を削除すること。バックグラウンド技術の一部が秘密情報の場合は、角括弧内の

語句は残しておくこと。いずれにしろ、秘密保持されるべき情報には「Confidential」と明記しなければ

ならない。明記方法の一例は Useful resources を参照のこと。

 情報公開 （Freedom of Information）

契約書にバックグラウンド技術は秘密保持されなければならないと規定したり、秘密情報に confidential

と明記するだけでは、当情報の秘密が保証される訳ではない。英国民は、2005 年 1 月 1 日から情報公開

法 2000 年(the FOIA)に基づいて「知る権利」を有している。これは以下の場合を除いて、要請があれば

情報を開示する義務が大学にあるということである。

 第三者から秘密保持義務を課せられて受領した情報

 企業秘密

 その情報を開示すると、大学または第三者の商業的利益を損なう場合

大学に開示された時、その情報が企業秘密だったとしても、その後変わる可能性もある。FOIA に基づい

て情報公開を要請されたら、要請を受けた時点において、当情報が FOIA の除外対象にあてはまるのか

どうか、大学はその都度判断しなければならない。すなわち、大学はその情報の開示者に、その都度確

認する必要がある。

FOIA についての詳細は Information Commissioner’s を参照のこと。

 外部資金 （External Funding）

研究資金が国庫や公的機関から支出された場合、その資金には条件がついていて、知的財産の所有や活

用に影響を及ぼす場合があるので、注意が必要である。

 公的資金援助 （State Aids）

EU 各国や公的機関からの資金援助が、特定の事業や製品製造を優遇することによって、（公正な）競争

をゆがめてしまったら、EU 各国間の貿易に影響する限りにおいて、共同市場とは相容れない。よって、

研究活動に資金援助する公的機関は、競争原理を損わせないことを保障する条件を入れる場合がある。

特に、市場価格より安く、サービスもしくは知的財産のライセンスを受けている場合は、公的資金援助

について注意深く調べなければならない。さもないと、違法受給であるとして、返金しなければならな

くなる可能性もある。

 資金提供条件 （Funding Condition）

第三者から資金を受ける場合も同様に、資金提供には条件が付されるのが普通である。その際、資金を

受ける側の当事者は、契約条件と資金提供に係る条件が相反しないことを確認しなければならない。資

金提供機関によっては、共同研究相手にも資金提供条件に従わせる場合もある。

 分野と領域 (共同研究契約書モデル 1～3 のみ) （The Field and the Territory）

大学が研究成果の知的財産を所有し、第 4.5 条の規定に基づいてスポンサーに非独占実施権を許諾する場
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合、スポンサーの知的財産の使用と活用について、特定の事業、技術分野、範囲、地域に限定すること

がある。

ある機関にある分野での非独占実施権を許諾すると、同じ分野について他の機関に独占実施権を許諾す

ることはできない。ただし、非独占実施権の許諾や自己実施は可能である。

スポンサーの主要事業領域が製薬だったり、活動が欧州に限定される場合、スポンサーは他の分野と地

域でのライセンスは必要ないかもしれない。従って、大学や他のライセンシーにとっては他の分野・地

域内での活用のチャンスがある。

スポンサーによる知的財産の使用が特定の地域に限定されない場合は、Territory の定義に「worldwide」

と記載すべきである。

 適切なデータ管理 （Good Data Management Practices）

発明に関する特許を出願したり、他の知的財産の所有者を認定するためにも、研究データや記録が、完

全に、適切に取られていることが重要である。

 グループ会社 （Group Company）

スポンサーがグループ会社の一部で、その研究開発はグループ内の複数の会社に亘って行われている場

合がある。その場合、大学はそのグループ全体に対して、大学のバックグラウンド技術の使用(第 4.2 条)

や、研究成果の使用（共同研究契約書モデル 1～3 の第 4.5 条）を許可する必要がある。

 知的財産権 （Intellectual Property）

知的財産の所有と活用は最も難しい問題の一つである。この問題は、契約交渉の早い段階で、両者で解

決を試みるべきである。「types of IP」の項も参照のこと。

 基幹人員（Key Personnel）

添付２には、プロジェクトの成功に不可欠な人員（＝基幹人員）の氏名を全て記載すること。基幹人員

は、一当事者の従業員だけの場合も、複数機関に亘る場合もある。基幹人員について重要な点は、この

うち一人でもプロジェクトを抜けて、かつ後任がいない場合、共同研究契約書モデル 1～4 の第 9.2 条も

しくは共同研究契約書モデル 5 の第 8.2 条の規定に基づいて、その契約を終了することができる。

 プロジェクト （The Project）

添付２に書かれたプロジェクトに関する記述は、契約書で最も重要な事項の 1 つである。この添付２と、

第 2.2 条で、各当事者の義務と提供されるリソース（資金、人員、装置、等）が取り決められる。生じた

知的財産の特性は、このプロジェクトに関する記述と、プロジェクトの成果で決まる。つまり契約書の

土台となる部分なので、研究者は添付２の内容が完全で正確となるように真剣に検討する必要がある。

 税控除 （R&D Tax Credits）

添付２でどのような作業がプロジェクトを構成するかを決定することは、スポンサーが R&D 税額控除を

申請する目的においても重要となってくる。スポンサーは、R&D 税額控除申請の可能性について会計士

と相談しておくとよい。

 スポンサー側管理責任者 （The Sponsor’s Supervisor）

スポンサーが研究自体に対して相当の貢献をする場合、スポンサー側の管理責任者を決めておくとよい。

10. The Project

１０．研究プロジェクト（第 2 条）
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 契約締結前に行なわれた研究 （Beginning work before the agreement is signed）

契約締結前に研究が開始された場合は、遡って、既に行われた研究にも契約が及ぶように配慮すること

が重要である。

 資源 （Resources）

第 2.2 条において、大学は、スポンサーや外部からの資金提供以上の貢献はすべきでないとの考え方もあ

り得る。そのような考えの場合は、「大学によるリソース（資金、人員、装置、等）の提供は、スポンサ

ーもしくは外部から受ける資金援助の範囲に制限される。」という文言を入れてもよい。

 プロジェクト推進能力 （Ability to carry out the project）

第 2.2.6 条は、プロジェクトを推進していく上で、各当事者が、適切な時期に、必要な同意や承認を得る

ことを保証することが目的である。

 非保証 （No guarantees）

第 2.5 条では、プロジェクトの成功は、研究という性質上保証できない、ということを明確にしている。

 報告 （Reports）

第 2.6 条では、各当事者が報告書を提出する頻度を、プロジェクトの性質や資金提供者の要求に応じて決

める。

11. Financial Contribution and External Funding（Clause 3）

１１．外部資金関係 （第 3 条）

 ハードシップ条項（著しい事情変更があった場合の再交渉義務）

スポンサーからの資金提供額が発生経費ベースではない（すなわち固定額の）プロジェクトでは、大学

側のオーバーヘッドの予期しない増額に備えて、添付１にハードシップ条項を含めることを検討しても

よい。

 ＶＡＴ（付加価値税）

第 3.2 条の「similar tax」とは、英国の VAT に似た何らかの税という意味である（日本でいうと消費税）。

「適格法人」間の研究活動には、VAT は免除される。一般に大学や政府機関は適格法人とされるが、商

業目的の大学の子会社や、スポンサー企業はこれにあたらない。よって大学は通常、スポンサー企業に

対して VAT を賦課することになる。

 遅延利息 （Interest on Late Payment）

第 3.3 条は、支払い遅延の利息を、LIBOR（ロンドン銀行間取引金利のこと。英国銀行協会が、指定さ

れた大手銀行のレートを基に集計し、毎営業日発表している。）または債務支払遅延（利息）法によって

算出できるとしている。また、商業債務支払い遅延法だと、イングランド銀行の基準金利を 8％程度上回

る金利を賦課することができる。使いたい方を使えばよい。もしくは、大手銀行の基準金利を参考にし

てもよい。

 資金提供条件に関するコンフリクト （Conflicts with Funding Conditions）

資金提供に関する条件は、契約締結前によく確認すること。もし契約条件と何らかの矛盾があれば、契

約条件を変更するか、その部分を削除する等して、矛盾を解消しなければならない。

12. Use and exploitation of IP (Clause 4)
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１２．知的財産の使用と開発（第 4 条）

 大学が受ける対価

大学が研究成果の知的財産を所有し、それをスポンサーにライセンスする場合（共同研究契約書モデル 1

～3 の第 4.5 条）、大学は正当な対価を受ける義務がある。その形は、一時金、ロイヤルティ、利益配分

等、様々である。

共同研究契約書モデル 1～3 を使う場合、添付 1 に記載された Financial Contribution が、大学の非独占

実施許諾への最初の対価となる。その形態も、合計額が固定だったり、ロイヤルティ方式だったり、そ

の組み合わせだったり、様々である。ロイヤルティの場合、第 4.5 条から「満額支払い済み、ロイヤルテ

ィ無償」という文言を削除すること。

共同研究契約書モデル 2・3 にあるように、スポンサーがさらなる実施許諾や権利譲渡を受ける場合、大

学はさらなる対価を求めることになる。その内容は交渉次第である。

共同研究契約書モデル 4・5 にあるように、スポンサーが研究成果の一部の権利を所有する場合も、最初

の対価、及びプロジェクト完了後に引き続きスポンサーから受ける対価について、添付 1 に詳細を記載

する。

 知的財産の再譲渡／ライセンスの期限

スポンサーによる支払いが遅延したり、スポンサーが知的財産を使用していない場合、当該知的財産を

大学に再譲渡するという条項を入れてもよい。ただし、スポンサーが破産した場合は、その規定は無効

になる可能性がある。

スポンサーの支払能力について懸念がある場合は、契約不履行や不払いなどの場合に契約を解除できる

よう、権利譲渡ではなくライセンスにしてもよい。

その他、スポンサーが知的財産を独占実施できる期間を設けておき、当該期間終了以降は、大学もスポ

ンサーも当該知的財産の非独占実施権を持つと規定しておくことも、安全策の一つである。

 バックグラウンド技術

第 4.1 条で、本契約は本プロジェクトの研究成果の知的財産に関する所有権及び実施権について規定して

いるのであって、それ以外の知的財産については全く関係ない、ということを明記している。

第 4 条にもとづき、一方の当事者がバックグラウンド技術を提示したとしても、他の当事者はそれを商

業的に利用したり、本プロジェクト以外の目的で使用することはできない。また両者は、研究成果の実

施のため、バックグラウンド技術のライセンス期間の延長を検討してもよい。

なお、ある当事者が、自身のバックグラウンド技術を秘密情報であると指定しなかった場合、その技術

は、研究成果の学術発表（Ａｃａｄｅｍｉｃ Ｐｕｂｌｉｃａｔｉｏｎ参照）と関連して取り扱われる

場合がある。

 研究成果の実施権に影響を与える要因

どの当事者が研究成果の知的財産を所有し、実施する権利を持つかについては、知識、バックグラウン

ド技術、金銭、試料、設備、人的資源といった各側面での貢献度合い、研究成果を実施する能力、外部

資金を受けるにあたり課される条件や、企業側の都合（R&D 税控除を申請するためには研究成果の知的

財産権が同企業に帰属しなければならなかったり、投資を増やすために資産を所有することが必要だっ

たり、といったこと）等、様々な要因により決定される。どのモデル契約書を使用するか決める際には

Decision Guide も参照のこと。
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 共同研究契約書モデル 4 と 5 の違い

どちらも研究成果がスポンサー側の帰属となることは同じだが、共同研究契約書モデル 5 では、大学は

学術的な目的のためにも研究成果を使用できないというところが異なる。

 再委託と学生

再委託先や学生がプロジェクトに関わることで得られた知的財産については、彼らの貢献が当然認めら

れるべきである。

 知的財産権の譲渡

共同研究契約書モデル 4 及び 5 では、大学が開発した成果の知的財産権をスポンサーが所有するとして

いるが、当該権利は、初めからスポンサーに帰属する訳ではなく、知的財産が創造された後に、大学か

らスポンサーに譲渡される必要がある。譲渡については第 4.4 条を参照のこと。

 結果の報告

第 4.4 条（共同研究契約書モデル 4 及び 5 の第 4.5 条）では、特許性のある研究成果が出た場合は即座に

相手方に通知し、それ以外の研究成果については次の報告のタイミングまで留めておいてよいと規定さ

れている。ただし、特許性のない研究成果についても即座の報告が必要なプロジェクトの場合は、この

条文の修正を検討しなければならない。

 委託契約時の知的財産権の取扱い

大学がスポンサーから委託されて研究を行なう場合、スポンサーは、大学に発生する知的財産権の所有

権を全て譲るよう要求する場合がある（共同研究契約書モデル 4 の第 7.8 条参照）。大学が上記を保証す

るということはすなわち、下記を約束するということになる。

・ 大学には当該知的財産権を放棄する権利があるとともに、当該知的財産権をスポンサーに譲るため

に合理的に可能なことを全て自らの費用負担で行なうこと。

・ 当該知的財産は、あらゆる負債や債務（担保等）がないこと、及び第三者の権利が絡んでいないこ

と。

よって大学は、全ての知的財産権について上記を保証できない場合、第 7.8 条（共同研究契約書モデル 5

の第 6.8 条）の条文の修正を検討しなければならない。

 研究成果のライセンスバック

研究成果の知的財産権がある当事者に譲渡された場合、他の当事者は、プロジェクト遂行のため、当該

知的財産のライセンスを受ける必要がある（共同研究契約書モデル 4・5 の第 4.6 条参照）。

 スポンサーへのライセンス（共同研究契約書モデル 1～3）

共同研究契約書モデル 1～3 では大学が研究成果の知的財産権を所有するため、第 4.5 条にて、大学は、

スポンサー及びそのグループ会社が、あらゆる目的で研究成果を実施できるよう許諾するが、再実施許

諾権までは与えない。もしスポンサーが、再実施許諾権や、独占実施権の許諾を希望した場合は、別途

交渉が必要となる（共同研究契約書モデル 2・3 の第 4.6 条参照）。

共同研究契約書モデル 1 はさらなるライセンスや権利譲渡を想定していないが、両者がそれを望む場合

は、後日の交渉を妨げるものではない。

 知的財産のさらなるライセンス／譲渡の交渉（共同研究契約書モデル 2・3 のみ）

共同研究契約書モデル 2・3 の第 4.6 条において、大学とスポンサーは、研究成果の一部の知的財産のさ

らなるライセンスや譲渡に向けて、交渉することになる。「Agreement to agree」（最終的な合意の契約
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に向けた、前段階の簡易的取り決めのこと）は、英国法では法的拘束力はない。

交渉をより確実なものにするため、両者は研究成果のさらなるライセンスや譲渡をする際に適用するこ

とが想定される条件の骨子を、今回の契約に含ませておいてもよい。（共同研究契約書モデル 2･3 の添付

3 参照）。

 検討事項

検討すべき事項は、以下のとおりである。

・ どの研究成果をライセンス又は譲渡するのか。

・ ライセンスする場合、それは独占ライセンスか。

・ ライセンスする地域は限定するか否か。一部の国の知的財産権を譲渡するのか否か。

・ ライセンスする分野は限定するか否か。

・ ライセンス期間はどうするか。

・ ライセンスや権利譲渡の対価はどうするか。（一括払いか、ロイヤルティか、利益の分配か、それ

らの組み合わせか。）

・ 支払い金額はどのように計算するか。

・ 支払いはいつ行なうか。

・ 販売目標の最低値は設定するのか。

・ もし当該目標値に達成しなかった場合、権利を大学に戻すか否か。大学が、戻った権利の商業化を

する場合、大学からスポンサーに支払いをする必要があるか否か。

・ 今回の研究契約で課された秘密保持義務は、新たな契約を締結した時に免除されるか否か。

特許やノウハウのライセンス契約や、特許権譲渡契約の標準書式は、Useful Resources 参照のこと。

 共同研究契約書モデル 1 におけるスポンサーの立場（非独占ライセンス）

スポンサーにとっての安心材料は、第 4.5 条で既に非独占実施権を与えられていることで、大学が、同じ

地域・分野において、第三者に独占ライセンスをすることができないということである。実際に、大学

が当該技術を一番ライセンスしたいと考えるのはスポンサーである。何故なら、スポンサーが当該技術

とそのための市場をよく理解しており、スポンサーと取引することが大学に最も利益をもたらすと考え

られるからである。

さらにスポンサーを安心させるのは、大学が、ある一定期間、第三者によりよい条件を提示しないと約

束することである。ただし、スポンサーは既に非独占のライセンシーとなっており、他の機関に対する

条件とは比較することは困難であるので、このように約束するのは実際難しいかもしれない。

 特許戦略

研究成果の知的財産権所有者として、発明を特許化するかどうかの決定権は大学にある。ただし、スポ

ンサーが研究成果の独占実施や権利の譲受に関心がある場合は、権利保護の観点から、スポンサーは大

学が特許出願することを望むかもしれない。よって、実際には大学とスポンサーは特許戦略について話

し合う必要がある。

スポンサーの希望で大学が特許出願する場合、その費用はスポンサーが負担すべきであるが、もし当該

特許が第三者にライセンスされたり譲渡されたりする場合は、大学は当該特許費用をスポンサーに返金

すべきである（共同研究契約書モデル 2・3 の第 4.6.4 条参照）。
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13. Academic Publication

１３．学術発表（共同研究契約書モデル 5 を除く）

企業側は情報とマテリアルを保護したいと考え、大学側は研究結果を発表したいと考える。そこには明

らかに意見の相違がある。そこで両者は、大学から提案された学術発表の内容を、秘密保護の観点から、

どのように修正しうるかについて、よく話し合う必要がある。このことは交渉の初期に対処すべきであ

る。

学術発表をどの程度遅らせられるかは、その時の状況と情報の性質によるが、短くて 1 ヵ月、長くて 12

カ月が妥当であろう。

共同研究契約書モデル 5（受託研究）では学術発表を認めていない。これは、大学が研究を請け負う対価

として金銭を受け取るという純粋なビジネスだからである。

 論文

学生がプロジェクトに関与する場合、その学生が論文を投稿したり、その論文を大学の図書館で所蔵す

ることを認める条項を追加することについて、両者で合意する場合がある。そのような条項の条文例を

下記に示す。この場合大学は、当該論文を秘密保持の上査読したり、図書館内に所蔵された当論文への

アクセスを制限したりといった対処を考える必要がある。

論文に関する追加条文例 １；

スポンサーとの同意のもと、大学の学生がプロジェクトに関与する場合、本契約のいかなる文言も次の

ことを妨げるものではない。①学生が、大学の単位取得のために本研究成果やスポンサーのバックグラ

ウンド技術に基づく論文を投稿すること ②大学が指名する者が当該論文を査読すること ③大学の手

続きに則って大学の図書館に当該論文を所蔵させること

ただし、当該論文の査読や図書館での所蔵によって、スポンサーの秘密情報が漏れる恐れがある場合、

大学は論文提出の[30][60]日前までにスポンサーへ知らせることとする。スポンサーは当該通知受領から

[15][30]日以内に大学に通知することによって、当該論文の査読担当者やその他読者に秘密保持誓約書に

サインさせることを求めることができる。

論文に関する追加条文例 ２；

スポンサーとの同意のもと、大学の学生がプロジェクトに関与する場合、当該学生は、論文提出や査読

に関して大学の規定に従うものとする。いずれにしても大学は、学生が、査読のための論文提出の 30 日

前までに、研究責任者とスポンサーのプロジェクト責任者に論文のドラフトを提出することを約束する。

学生は、スポンサーの書面による同意なしに、スポンサーのバックグラウンド技術やスポンサーに帰属

する研究成果を論文に記載してはならない。

14. Confidentiality

１４．秘密情報の取扱い （共同研究契約書モデル１～４の第 6 条、共同研究契約書モデル 5 の第 5 条）

 研究成果の機密性

本契約は、研究成果を、当該成果が帰属する当事者の秘密情報として取り扱う。

 秘密保持期間の設定
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共同研究契約書モデルでは、第 6.1／5.1 条で、秘密保持期間の設定を認めている。このことにより、当

該情報が秘密保持期間終了後も、商業的に慎重に取り扱うべきであったり、何らかの理由で秘密保持さ

れるべきである場合があるというリスクが生まれる。よって両者は、秘密保持期間を無期限にすること

についても検討すべきである。

 情報公開

2000 年に制定された情報公開法に基づき、イギリス国民は公共機関が保有する情報にアクセスする権利

を有する。すなわち大学は、情報開示を要求したいかなる者に対しても、当該法律の適用除外にあたる

情報以外は開示する義務がある。

共同研究において、適用除外となる可能性が高いのは、

 当該情報を開示することが、大学の秘密保持義務違反となり、訴えられる可能性のある場合、ま

たは

 当該情報が企業秘密、または誰かの商業的利益を害する可能性があり、かつ情報を開示しないこ

とによる公益が、開示することによる公益を上回る場合

である。

大学が当該法律に基づいて情報開示を請求された場合は、上記の除外が適用されるかどうかについて、

契約相手方に相談することが必要になるであろう。例えば、スポンサーから最初は秘密情報として提供

された情報でも、その後公知となったものについては、上記 1 番目の適用除外にはあてはまらないこと

になるが、このことは大学がスポンサーに確認しないとわからない場合がある。

共同研究契約書モデルでは、第 6.2.5／5.2.5.条で、大学が法律の要請によって情報を開示することを認

めている。すなわち、「スポンサーは当該法律のもと行なわれた開示について大学を訴えることはできな

い」という条項に、上記の除外は適用されない。このことは大学による当該法律の順守を助けることに

なるが、スポンサー側から見ると、自社の秘密情報が関わる限り、受け入れ難いアプローチであるかも

しれず、大学に対する情報提供により消極的になってしまう可能性がある。それゆえ、当該法律に基づ

いて行なわれる情報開示の例外が追加されているのである。

両者が論文の査読や投稿を認める条文を含めることに同意した場合、第 6.3／5.3 条の最後に下記を加え

る必要がある。

「大学が第 6.3／5.3 条の手続きに従い、かつ当該条項で定められた期間内に相手方から通知を受けなか

った場合も、学生の論文の審査や図書館での所蔵によって大学が秘密保持義務違反となることはない。」

15. Limitation of Liability

１５．責任制限 (共同研究契約書モデル 1～4 の第 7 条 (共同研究契約書モデル 5 の第 6 条) )

 保証

第 7.1／6.1 条は 2 パターン用意してあり、それぞれアプローチがかなり異なるので、両者で検討が必要

である。1 つ目の方は、第三者の権利侵害に対する制限付き保証を規定しており、2 つ目の方は、非保証

を規定している。1 つ目の場合でも、保証は限定的なので、特許性のある研究成果を実施しようとする当

事者はよく調査しなければならない。

なお、第 7.1／6.1 条で 2 つ目のパターンを採用した場合は、第 7.2／6.2 条の角括弧内の文言は削除しな

ければならない。
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 スポンサーによる補償

第 7.3／6.3 条で、スポンサーが本研究成果や大学のバックグラウンド技術を使用したことに起因する、

大学、その従業員と学生に対するクレームは、スポンサーが補償することとしている。これは、スポン

サーが、知的財産の利用に関する商業的リスクを負うという考えから来ている。

この補償は、補償を要求する者が、スポンサーにクレームについて素早く知らせること、スポンサーが

当該クレームを処理することを認めること、そして、スポンサーによる当該処理に協力することが条件

となっている。これは、大学やその従業員、学生に、事態を悪化させないことや、クレームを増やさな

いことを約束させる意味がある。ただし、スポンサーは、大学の過失や故意の契約違反、秘密保持義務

違反がある場合は、補償しない。

なお両者は、スポンサーが補償の担保のために保険に入るべきかどうか検討すべきである。大きな機関

であれば自家保険を持っているかもしれないが、経済的に限界のある機関であれば、適切な保険に入ら

ないと、補償条項は形骸化してしまう。

 間接損失の責任除外

第 7.4／6.4 条の目的は、間接損失、すなわち、契約違反や過失から起こる結果として両当事者が予知し

得ない損失や、ある特別な状況によってのみ起きた損失に対する補償の義務を除外することである。

 直接損害の保証義務の上限

第 7.5／6.5 条で、スポンサーの大学への支払いに応じて、各当事者の責任の上限を設定している（ただ

しこの条項は第 7.3／6.3 条の補償に関しては適用されない。）。いずれにしても、当事者は事前に保険の

手配をしておくべきである。

法律によって除外されない損害もある。また本契約は、故意に引き起こされた損害や秘密保持違反の結

果としての損害への責任を制限したり除外したりすることは不公正であるとの方針を採る。この原則は

他の条項の制限や除外に優先する。

 黙示的条件の除外(第 7.7 条)

動産・サービス提供法や、両当事者間の交渉過程の内容が、契約書中で実際に述べられていないとして

も、黙示的に条件として含まれる場合がある。第 7.7 条で、その種の条件を除外している。契約書に明示

的に記されている条件のみが本プロジェクトに適用される。

 知的財産権の保証

委託研究契約の場合など、スポンサーが研究成果に関係する全ての知的財産権の所有を希望する場合が

ある。詳しくは「12. Use and exploitation of IP (Clause 4) 知的財産の使用と開発（第 4 条）」の

「Warranty of Full Title Guarantee 委託契約時の知的財産権の取扱い」を参照のこと。

16. Termination (Clause 9 in Research Collaboration Agreements 1-4, Clause 8 in Research

Collaboration Agreement 5)

１６．契約解除（共同研究契約書モデル 1～4 の第 9 条、共同研究契約書モデル 5 の第 8 条）

 不履行・支払不能

大学・企業ともに、相手方が本契約に違反した場合や支払不能となった場合には本契約を解除できる（第
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9.1／8.1 条）。

 基幹人員の喪失

基幹人員が不在となり、かつ相当の期間内に交代人員の選任ができない場合に、本契約を解除すること

は妥当である（第 9.2／8.2 条）。

基幹人員が業務を遂行できない、またはしたくない場合、当該人員が所属する機関のプロジェクトから

の脱退を認めている（第 10.3 条）。ただし参加機関の脱退はプロジェクトに大きな影響を与えるので慎

重になるべきで、他の参加機関の同意なしには認めない方がよい。基幹人員が別の機関に移る場合は、

移転先機関と契約し直すことも実務上は多い。

 存続条項

特に秘密保持、知的財産権、責任制限、及び未納分の支払いについての条項は、プロジェクト終了や契

約終了後も存続すべきである（第 9.3／8.3 条）。

スポンサーの不払いもしくは破産により契約が解除された場合、大学は、共同研究契約書モデル 2 と 3

の第 4.5～6 条を存続させることも考慮すべきである。

契約終了後の人件費負担に同意しない企業もあるため、第 9.5／8.5 条は協議を要する。

17. General

１７．一般条項（共同研究契約書モデル 1～4 の第 10 条、共同研究契約書モデル 5 の第 9 条）

 通知

本契約に基づいて通知をする場合は、第 10.1／9.1 条に従わなければならない。

 契約上の地位の譲渡

もしある当事者が本プロジェクトを脱退して第三者に契約上の地位の譲渡をしようとする場合、当初の

当事者と新しい当事者は、更改契約を締結することについて検討しなければならない。これにより、プ

ロジェクトを脱退する当事者は（守秘義務以外の）契約上の義務を免除され、脱退する当事者が保有す

る知的財産を、新しい当事者が活用する機会を与えることが可能となる。

 完全なる合意

第 10.7／9.7 条は、本契約が両当事者の完全なる合意であることを規定している。両当事者は、本条項が

正確であるか否かについて慎重に検討しなければならない。本条項により、本契約以外のいかなる書面

も契約上の拘束力を持たないことが明確になる。例えば、外部資金申請時の条件や資金提供条件を排除

したくない場合は、本条項は適当ではない。

 紛争処理

第 10.12／9.12 条は、紛争を当事者間で解決することを助けるための条項である。ただし、事態が深刻

になった場合に法廷で解決することを妨げるものではない。

もし両当事者が友好関係を維持したいときは、裁判で解決する代わりに、ADR（仲裁、調停、斡旋等の

裁判外紛争解決手続き）を検討することも可能である。

詳しくは http://www.ipo.gov.uk/ipenforce/ipenforce-dispute.htm

を参照。

 署名

共同研究契約書は２部作成し、大学側とスポンサー側で署名し、各１通を保管しなければならない。基
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幹人員およびスポンサー側管理責任者は、契約条件を認識していることの確認をするため、署名を求め

られることがあるが、契約当事者ではないので、契約不履行の際に相手方に対し法的責任を負うことは

ない。

18. Schedules

１８．添付書類

 添付 1 (財政貢献)

当事者による資金の提供方法は非常に様々であり、１つ１つ調整する必要がある。添付１では、それら

支払いについて完全かつ詳細に記すべきである。例えば、金額は固定か、あるいは経費によって変わる

のか、払い戻しされるタイプの支出なのか、支払い金額の上限があればその上限額、各支払期限、その

他支払いに関する条件、などである。

スポンサーによっては、プロジェクト当事者の昇給（または少なくとも労使交渉による賃上げ）、年金（も

しくは退職金）、国民所得における増加分をカバーする場合がある。その場合にも、添付１にその内容を

含めること。

共同研究契約は、スポンサーがそのプロジェクトにかかる全てのコスト（および、スポンサーが知的財

産を所有する予定の場合は利益）を負担することが前提となる。全てのコストについて、詳細は FAQ お

よび HEIs および政府機関に関するメモを参照すること。

 添付 2(プロジェクト/プロジェクト計画)

添付２では、各当事者の義務（あればタイムテーブルも）や、各当事者が提供する人材、施設、設備等、

プロジェクトの詳細を記す必要がある。共同研究契約の本文では、添付２でカバーしている項目のみ含

めればよい。

 添付 3(共同研究契約書モデル 2・3)

第 4.6 条のガイダンスノートを参照のこと。
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○Guidance Note for Consortium Agreements

※Guidance Note for Research Collaboration Agreements と半分程度は同じ内容

19. Charitable purposes and tax

１９．慈善目的および税

何れかの契約当事者が慈善団体の場合、その当事者は、当研究活動が慈善目的の範囲内であることを保

証しなければならない。また、法人税を免除されている当事者は、王立国税法（HM Revenue and Customs）

の規定で、当研究活動が免税対象であるかどうかを確認しなければならない。

詳しくはこちら→ http://www.charity-commission.gov.uk/

20. Parties

２０．契約当事者

全当事者の正式な法人名を、契約書の先頭に明記すること。

会社は、法人名と登録所在地は変更する可能性があるが、イングランド、ウェールズやスコットランド

で設立される会社では、その登録番号は決して変更されない。従って、登録番号によって会社を識別す

ることを推奨する。（大学は登録番号がない。)

21. Definitions

２１．定義

 学術団体（Academic Party）

説明の都合で、二つの大学がプロジェクトに参加していると仮定したが、より多くの大学または公的研

究機関が参加する場合はそのように契約書を変更してよい。

 学術発表 （Academic Publication）

学問や知識の普及は大学の使命であり、多くの学術研究者のキャリアにとって、論文発表や学会への参

加は重要である。そこで、モデル 5（受託研究）を除いた共同研究契約モデル全てが、大学や研究者によ

る、プロジェクトに関する学術発表を認めている。

 契約の変更 （This Agreement）

契約書を変更する場合は、いかなる誤解も避けるために、書面で明記し、各当事者の代表者による署名

をすることが重要である。この変更契約書は、原契約の原本とともに保管されなければならない。

 バックグラウンド技術 （Background）

各当事者は、それぞれのバックグラウンド技術（既に持っていた、またはプロジェクトとは無関係に開

発された情報、ソフトウェア、資料等）について、プロジェクトの遂行を目的とした、他の当事者によ

る利用を許可することになるだろう。ただし交渉によっては、バックグラウンド技術は、本プロジェク

ト成果の活用を目的として利用される場合もある（第 5.2 条）。

コンソーシアム契約書モデル A～C（D を除く）第 5.2 条の二番目の条文例は、本プロジェクト成果の商

業化に必要な範囲内で、特定のバックグラウンド技術を他の当事者にライセンスするものである。その

ライセンスはロイヤリティなしの場合も、別途「支払い計画」で規定された支払いと引き換えの場合も

ある。
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 特定されたバックグラウンド技術 （Specified and Specific Background）

プロジェクト開始時に、各当事者の全てのバックグラウンド技術を特定することは、必要なかったり、

可能でない場合もある。ただし、プロジェクトの成功が、当事者の特定のバックグラウンド技術が利用

可能かどうかにかかっている場合は、この技術は特定され、契約書の添付２に記載される必要がある。

第 2.2 条の規定の下、ある当事者のバックグラウンド技術が上記のように、添付２に記載される必要があ

るとみなされない限り、その当事者はいかなるバックグラウンド技術も提供の義務はない。ただし、そ

の当事者が望んだ場合は提供してもよい。

本プロジェクト成果の商業化のために必要な範囲で、ある当事者が自身のバックグラウンド技術をライ

センスする場合、そのバックグラウンド技術は特定される必要がある（コンソーシアム契約書モデル A

～C の Specified Background の定義を参照）。

 機密性のあるバックグラウンド技術 （Sensitive Background）

バックグラウンド技術に秘密情報が含まれる場合、その情報が提供される前もしくはその時に、特定す

べきである。大学の研究者による学術発表の際にも、この秘密情報を含ませないことが大変重要である。

このことは最初に意識の統一をしておく必要がある。秘密情報と学術発表の欄も参照のこと。

 営業日 （Business Day）

英国以外の当事者がいる場合は、この項の中の「England」を別のものに変更することを検討しなけれ

ばならない。

 営利団体 （Commercial Party）

説明の都合で、二つの営利団体がプロジェクトに参加していると仮定したが、より多くの営利団体が参

加する場合はそのように契約書を変更してよい。

 秘密情報 （Confidential Information）

ある当事者のバックグラウンド技術全てが、商業的に機密性があり、秘密保持されなければならない場

合は、角括弧内の語句を削除すること。バックグラウンド技術の一部が秘密情報の場合は、角括弧内の

語句は残しておくこと。いずれにしろ、秘密保持されるべき情報には「Confidential」と明記しなければ

ならない。明記方法の一例は Useful resources を参照のこと。

 独占実施期間 （Exclusive Period）

本プロジェクト成果を活用する当事者が期限付きで独占実施を許諾される場合、これを定義することが

必要となる。

 成果の実施戦略 (Exploitation Strategy (Consortium Agreements B and C only)）

コンソーシアム契約書モデル B と C は、全当事者が成果の実施戦略に合意する前提で起草された。当該

戦略は添付 5 に記載される。戦略を決めるためのポイントは、どの当事者が、どの領域・どの分野で、

どの成果を実施するか、ということである。イノベーション促進のため、ある成果を実施するのに最も

適した者が実施し、他の当事者はプロジェクトに対する（財政的また他の）投資に見合う適切な利益を

得るべきである。

説明の都合で、コンソーシアム契約書モデル C は、大学のうちの一つ(AAA) が成果（ABC）を実施す

るのに最も適しており、営利団体の一つ(XXX)が成果（XYZ）を実施するのに最も適しているという前提

で起草された。

コンソーシアム契約書モデル A では、全当事者が全ての成果を実施する権利を持つことが想定されてお

̶ 186 ̶



19

り、実施戦略や実施義務を必要とする支払い条件もないため、実施戦略は記載されていない。

 情報公開 （Freedom of Information）

契約書にバックグラウンド技術は秘密保持されなければならないと規定したり、秘密情報に confidential

と明記するだけでは、当情報の秘密が保証される訳ではない。英国民は、2005 年 1 月 1 日から情報公開

法 2000 年(the FOIA)に基づいて「知る権利」を有している。これは以下の場合を除いて、要請があれば

情報を開示する義務が大学にある。

 第三者から秘密保持義務を課せられて受領した情報

 企業秘密

 その情報を開示すると、大学または第三者の商業的利益を損なう場合

大学に開示された時、その情報が企業秘密だったとしても、その後変わる可能性もある。FOIA に基づい

て情報公開を要請されたら、要請を受けた時点において、当情報が FOIA の除外対象にあてはまるのか

どうか、大学はその都度判断しなければならない。すなわち、大学はその情報の開示者に、その都度確

認する必要がある。

FOIA についての詳細は Information Commissioner’s を参照のこと。

 外部資金 （External Funding）

コンソーシアム契約書モデルは全て、外部資金がない場合に適している。それ故、契約書内の外部資金

に関する言及は角括弧で囲っている。

 公的資金援助 （State Aids）

もし、政府機関、英国国防省、研究会議（Research Councils）、高等教育助成会議、JISC（英国情報シ

ステム合同委員会）、英国地域開発公社または欧州委員会等の国庫から資金が提供される場合、その資金

援助には条件が伴い、知的財産権の所有や実施に影響を及ぼす場合がある。

EU 各国や公的機関からの資金援助が、特定の事業や製品製造を優遇することによって、（公正な）競争

をゆがめてしまったら、EU 各国間の貿易に影響する限りにおいて、共同市場とは相容れない。よって、

研究活動に資金援助する公的機関は、競争原理を損わせないことを保障する条件を入れる場合がある。

特に、市場価格より安く、サービスもしくは知的財産のライセンスを受けている場合は、公的資金援助

について注意深く調べなければならない。さもないと、違法受給であるとして、返金しなければならな

くなる可能性もある。

 資金提供条件 （Funding Condition）

第三者から資金を受ける場合も同様に、資金提供には条件が付されるのが普通である。その際、資金を

受ける側の当事者は、契約条件と資金提供に係る条件が相反しないことを確認しなければならない。

コンソーシアム契約書モデル B・C は、Technology Strategy Board（技術戦略委員会）の共同研究開発

プログラム（かつての英国貿易産業省の技術プログラム) の要件を念頭に置いて準備された。このプログ

ラムは、当事者全てが、実施戦略に合意し、プロジェクト成果の実施に取り組むことを求めている。こ

れらの契約書モデルを、このような前提とは異なった状況で利用したい場合は、「バックグラウンド技術」

の角括弧内の文言（どこのことか不明）、および「外部資金」と「資金提供条件」の定義内の角括弧内の

文言を変更しなければならない。

コンソーシアム契約書モデル A・D は、当事者が合意した実施戦略を持たない場合（合意するべきでは

あるが）に適しており、例えば、英国地域開発公社がプロジェクトに出資した場合等に有用である（た
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だし外部資金の条件は事前に確かめること）。

資金提供機関によっては、共同研究相手にも資金提供条件に従わせる場合もある。

 適切なデータ管理 （Good Data Management Practices）

発明に関する特許を出願したり、他の知的財産の所有者を認定するためにも、研究データや記録が、完

全に、適切に取られていることが重要である。

 グループ会社 （Group Company）

参加する営利団体が、グループ会社の一部で、その研究開発はグループ内の複数の会社にわたって行わ

れている場合がある。よって本プロジェクトの目的に沿い、グループ会社はバックグラウンド技術を使

用する権利を与えられる(第 5.2 条)。

 知的財産権 （Intellectual Property）

知的財産の所有と活用は最も難しい問題の一つである。この問題は、契約交渉の早い段階で、両者で解

決を試みるべきである。「types of IP」というページも参照のこと。

 基幹人員 （Key Personnel）

ここでは、プロジェクトの成功に不可欠な人員（＝基幹人員）の氏名を全て記載すること。作業の多く

が１つの当事者（例えば大学）によってなされる場合は、基幹人員は全て大学の研究者となるであろう

が、企業が実質的な人的貢献をする場合は基幹人員の一部は企業の従業員の場合もある。基幹人員につ

いて重要な点は、このうち一人でもプロジェクトを抜けて、かつ後任がいない場合、第 10.2 条の規定に

基づいて、契約を終了することができるということである。

 実施リーダー当事者 （The Lead Exploitation Party）

コンソーシアム契約書モデル B において、プロジェクト成果を実施するのに最適とされた当事者のこと

である。プロジェクトリーダー当事者と同じ場合もあるし、そうでない場合もある。

 プロジェクトリーダー当事者 （The Lead Party）

プロジェクトリーダー当事者は「banker」として、資金提供機関に対して請求を行うとともに、資金援

助機関との連絡窓口の役割も果たす。プロジェクトリーダー当事者はプロジェクトマネージャーを任命

する。

 支払計画 （The Payment Plan）

本プロジェクト成果を実施する権利を有する代わりに、実施リーダー当事者および大学 AAA、企業 XXX

は、この支払計画に沿って、他の当事者に対して資金を提供する。金額と支払いの性質については、当

事者間に交渉の余地を残した契約書モデルとなっている。

支払計画を交渉する際は、各当事者のプロジェクトに対する貢献度を考慮すべきである。すなわち、財

政面もしくは他の面での貢献が大きいほど、成果の実施においてメリットを享受できるようにするので

ある。

コンソーシアム契約書モデル A では、各当事者が成果を無償で非独占実施できるようになっているが、

もし当事者同士で、成果を実施する際は有償とするよう同意した場合は、コンソーシアム契約書モデル A

に、この支払計画と第 4.11 条を加え、かつ第 5.9 条から「fully paid-up, royalty free」という文言を削

除すべきである。

 プロジェクト （The Project）

添付２に書かれたプロジェクトに関する記述は、契約書で最も重要な事項の 1 つである。この添付２と、
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第 2.2 条で、各当事者の義務と提供されるリソース（資金、人員、装置、等）が取り決められる。生じた

知的財産の特性は、このプロジェクトに関する記述と、プロジェクトの成果で決まる。つまり契約書の

土台となる部分なので、研究者は添付２の内容が完全で正確となるように真剣に検討する必要がある。

プロジェクトの成功は、参加者が必要な許諾と同意を全て持っているかにかかっており、成果の実施の

成功は、記録が適切に取られているかにかかっている場合がある。それゆえ各当事者は自身のプロジェ

クトへの貢献に必要となる許諾を獲得しておく義務があり、かつ記録を適切に取り、適切なデータ管理

の実践を順守することが求められる。添付 2 のプロジェクト計画を作成する際、かつ計画が更新される

際は必ず、必要な許諾と同意について検討しなければならない。

 プロジェクトマネージャー （The Project Manager）

プロジェクトリーダー当事者はプロジェクトマネージャーを任命する。資金提供者によっては当該任命

を承認する権利を主張する場合がある。

 研究成果 （The Results）

コンソーシアム契約書モデル C は、一当事者が成果の一部を実施することに関心があり、他の当事者は

他の成果を実施することに関心があることを想定している。説明の都合上、それぞれを、成果 ABC・成

果 XYZ としたが、実際にはより関連のある名称を与えるべきである。また説明のため、一つの大学と一

つの営利団体が実施に関与すると仮定した。

三つのコンソーシアム契約書モデルは、特定の分野または領域に制限していないが、どの成果が誰によ

って実施されるかを決定する際は、分野や領域に応じて実施する権利を割り当てる可能性がある。

実施戦略は当事者間で成果の実施権をどう分配するかの鍵となる。実施に最適な者がその権利を保有す

るべきである。

なお、分野と領域を定義する際、重複が起こらないように注意しなければならない。

 税控除 （R&D Tax Credits）

添付２でどのような作業がプロジェクトを構成するかを決定することは、スポンサーが R&D 税額控除を

申請する目的においても重要となってくる。スポンサーは、R&D 税額控除申請の可能性について会計士

と相談しておくとよい。

 特定されたバックグラウンド技術 （Specified Background）

当事者が他の当事者に対して、第 5.2 条に基づいて自身の全てのバックグラウンド技術の実施許諾をする

場合、またはどの当事者に対してもどのバックグラウンド技術の実施許諾もしない場合、この定義は削

除しなければならない。

 運営委員会 （The Steering Committee）

当事者全てがこの運営委員会に代表者を出席させるべきであり、また資金提供者も代表者の出席を望む

場合がある。その付託条項はプロジェクトの特性と複雑さ次第である。

 矛盾 （Conflicts）

理想をいえば、コンソーシアム契約書と資金提供条件の間に矛盾、または不一致があってはならないが、

万が一何かが見落とされていた場合、コンソーシアムの当事者が外部資金提供における条件に違反しな

いように、資金提供条件が優先されるものとする。

22. The Project (Clause 2)
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２２．研究プロジェクト（第 2 条）

 契約締結前に行なわれた研究 （Beginning work before the agreement is signed）

契約締結前に研究が開始された場合は、遡って、既に行われた研究にも契約が及ぶように配慮すること

が重要である。

 役割 （Undertakings）

プロジェクト計画で、各当事者が何をやるのか、どのような貢献をするのかを設定するが、外部資金を

受ける場合は、その条件に従うことも同様に重要となる。

 プロジェクト推進能力 （Ability to carry out the project）

第 2.2.6 条は、プロジェクトを推進していく上で、各当事者が、適切な時期に、必要な同意や承認を得る

ことを保証することが目的である。

 非保証 （No guarantees）

第 2.3 条では、プロジェクトの成功は、研究という性質上保証できない、ということを明確にしている。

 報告 （Reports）

第 2.6 条では、各当事者が報告書を提出する頻度を、プロジェクトの性質や資金提供者の要求に応じて決

める。

23. Project Management (Clause 3)

２３．プロジェクトマネジメント (第 3 条)

コンソーシアム契約書では、当事者が３者以上となるため、プロジェクトマネージャーと運営委員会の

設置を含む、プロジェクトマネジメント条項が存在する。資金提供機関も運営委員会への参加を希望す

る場合がある。

運営委員会には全ての委員の出席が必要としてしまうと、委員会を成立させるのが難しくなるので、プ

ロジェクト参加機関の 4 分の 3、もしくは各機関の代表者の合計の 75%を定数とすることが考えられる。

ただしプロジェクトの円滑な運営のため、各代表者が出席できるようにミーティングの告知は十分なさ

れなければならない。また、賛否同数の時に議長が決定投票をできるかどうかも決めておく必要がある。

さらに、運営委員会が決定権を持つ事項（付託条項も含む）についても検討しなければならない。もし

運営委員会で重要な決定が行われるならば、各機関は委員会への出席を望むだろう。また運営委員会は、

コンソーシアム参加機関の正式な権限を持つ者の同意なしに、契約書を変更するような権力を持っては

ならない。付託条項は添付 4 で規定しなければならない。

技術戦略委員会（Technology Strategy Board）では、コンソーシアムの全ての参加機関の代表者が集ま

って四半期ごとにミーティングしなければならない。

運営委員会の議長を誰にするかを当事者間で予め合意し、第 3.3 条にその氏名を記入しなければならない。

運営委員会の頻度や場所についても、第 3.4 条で詳細に取り決めなければならない。

第 3.5 条では、プロジェクトの特性と資金提供機関の求めに応じて、報告書の提出頻度を取り決める。

資金の再配分には、委員会の全会一致が必要であり、外部資金を再配分する際は、事前に資金提供機関

へ相談し、場合によってはそれらの合意を得ることが必要となる。

資金提供機関によっては（英国地域開発公社のように）、監査と評価に関して詳細な要件を定めているた

め、第 3.5 条はこれらの要件を反映させる必要がある場合がある。
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外部資金が存在しない場合、第 3.7.1～3.7.3、3.7.5 条から角括弧内の語句を削除しなければならない。

24. Financial Contribution and External Funding （Clause 4）

２４．外部資金関係 （第 4 条）

 外部資金

添付１のプロジェクト計画では、外部資金を当事者間でどのように分けるかを定める。

 資金面での貢献

当事者の一部又は全てがプロジェクトに対して資金を提供することが想定される。ある当事者の貢献が

物質的なもののみ（人的資源やバックグラウンド技術など）であるならば、添付１における当該当事者

の貢献はゼロということになる。

 ハードシップ条項（著しい事情変更があった場合の再交渉義務）

スポンサーからの資金提供額が発生経費ベースではない（すなわち固定額の）プロジェクトでは、大学

側のオーバーヘッドの予期しない増額に備えて、添付１にハードシップ条項を含めることを検討しても

よい。

 ＶＡＴ（付加価値税）

第 4.2 条の「similar tax」とは、英国の VAT に似た何らかの税という意味である（日本でいうと消費税）。

「適格法人」間における研究活動には、VAT は免除される。一般に大学や政府機関は適格法人とされる

が、商業目的の大学の子会社や、スポンサー企業はこれにあたらない。よって大学は通常、スポンサー

企業に対して VAT を賦課することになる。

ただし外部資金の場合は必ずしもこのケースに当てはまる訳ではない。疑問点があれば地域の VAT 事務

所に問い合わせること。

 遅延利息 （Interest on Late Payment）

第 4.3 条は、支払い遅延の利息を、LIBOR（ロンドン銀行間取引金利のこと。英国銀行協会が、指定さ

れた大手銀行のレートを基に集計し、毎営業日発表している。）または債務支払遅延（利息）法によって

算出できるとしている。また、商業債務支払い遅延法だと、イングランド銀行の基準金利を 8％程度上回

る金利を賦課することができる。好ましい方を使えばよい。もしくは、大手銀行の基準金利を参考にし

てもよい。

 資金提供条件に関するコンフリクト （Conflicts with Funding Conditions）

資金提供に関する条件は、契約締結前によく確認すること。もし契約条件と何らかの矛盾があれば、契

約条件を変更するか、その部分を削除する等して、矛盾を解消しなければならない。

第 4.4 条は、資金提供条件の内容を反映するよう修正が必要な場合がある。

 財務処理 （Financial Arrangements）

運営委員会の付託条項の一つである財務処理の監督について、添付４に詳細に明記すること。資金提供

条件に、財務処理に関しても含まれる場合もある。どのくらいの頻度でプロジェクトマネージャーが運

営委員会に財務報告書を提出するのかを決め、それを第 4.9 条に反映させる必要がある。

 外部資金の申請 （Claims for External Funding）

資金提供機関への請求はプロジェクトマネージャーが行うことを想定している。そのために、各当事者

は、資金提供機関が要求する情報や証明書をプロジェクトマネージャーに提供しなければならない。資
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金提供機関の中には、プロジェクトのを監査、評価する権利を要求する機関もある。従って当事者間の

協力が不可欠である。

 過払い （Overpayments）

過払いがあった場合や、資金提供機関が資金を回収する権利を有する場合、プロジェクトリーダー当事

者が責任を持って資金提供機関へ返金することになる。よってそれ以外の当事者の原因でプロジェクト

リーダー当事者が資金提供機関へ返金する場合は、当該当事者が当該返金分をプロジェクトリーダー当

事者に支払わなければならない。

 会計と記録の検査 （Inspection of Accounts and Records）

いずれの当事者もプロジェクトの会計と記録の検査のため会計士を指名する権利を有し（第 4.10 条）、

支払いを受ける当事者は支払いをする当事者の会計と記録を検査する権利を有する（第 4.11 条）。指名し

た会計士に秘密保持義務を課すことを検討してもよい。

 経済的貢献の支払 （Payment of Financial Contribution）

添付 5 の支払計画では、当事者が他の当事者に対していつ、いかなる金額の支払いを行うことになるの

かを取り決める。

25. Use and exploitation of IP （Clause 4）

２５．知的財産の使用及び利用 （第 4 条）

 大学が受ける対価

大学が研究成果の知的財産を所有し、それらを他者にライセンスもしくは権利譲渡する場合、大学は正

当な対価を受ける義務がある。その形態は、一時金、ロイヤルティ、利益配分等、様々である。

 知的財産の再譲渡/ライセンスの期限

研究結果の実施に責任を負う当事者に対する知的財産権の譲渡について規定しているが、もしその知的

財産の実施がうまくいかなかった場合、当該知的財産を他の当事者に再度譲渡する条文を入れるかどう

か検討すべきである（例：コンソーシアム契約書モデル B・C の第 10.8 条）。

譲渡相手の当事者の支払能力に懸念がある場合は、契約不履行や不払いなどの場合に解除できるよう権

利譲渡ではなくライセンスにしてもよい（例：コンソーシアム契約書モデル A の第 10.9 条、B・C の第

10.1 条・第 10.8 条）。

上記の他、ある当事者が知的財産を独占実施できる期間を設けておき、当該期間終了以降は、全当事者

が当該知的財産の非独占実施権を持つと規定しておくことも、安全策の一つである。（例：コンソーシア

ム契約書モデル B の第 5.4 条・第 5.10 条）。

実施リーダー当事者は、成果の実施に対する自身の投資の妥当性を判断するため十分に長い期間の独占

実施権を求めるであろう。もし実施リーダー当事者の独占実施権に期限を設けないならば、契約書中の

独占実施期間に関する記載を全て削除しなければならない。

独占実施期間が終了した時、全当事者がどんな目的でも成果を実施する権利を持つ（コンソーシアム契

約書モデル B の第 5.10 条）。この時の実施料は無償を想定しているが、状況に応じて、利益配分等を

定めてもよい。

コンソーシアム契約書モデル B・C では、研究成果の実施に責任を負う当事者は、当該知的財産権の侵

害者に対して合理的な処置を行う義務がある。これは費用が高くつく場合があるので、当事者達は、実
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施責任者が、この義務を負うのに十分なりソースを持っているかどうか検討する必要がある。

 バックグラウンド技術

第 5.1 条で、本契約は本プロジェクトの研究成果の知的財産に関する所有権及び実施権について規定して

いるのであって、それ以外の知的財産については全く関与しないことを明記している。

コンソーシアム契約書モデル A・B・C の第 5.2 条の最初の規定に基づき、ある当事者がバックグラウン

ド技術を提示したとしても、他の当事者はそれを商業的に利用したり、本プロジェクト以外の目的で使

用することはできない。ただし、研究成果を実施するためにバックグラウンド技術の一部もしくは全部

を実施する必要がある場合は、バックグラウンド技術のライセンス期間の延長を検討してもよい（その

場合はコンソーシアム契約書モデル A・B・C の第 5.2 条の 2 番目の文言を採用する）。バックグラウン

ド技術のライセンスは、無償であるか、支払計画に規定された支払いの見返りとして与えられる場合が

ある。

バックグラウンド技術の全部ではなく一部をライセンスしたい場合は、第 5.2 条の「バックグラウンド技

術」は「特定されたバックグラウンド技術 （Specified Background）」と規定しなければならない。

秘密情報であると指定されなかったバックグラウンド技術は、研究成果の学術発表（Academic

Publication 参照）と関連して取り扱われる場合がある。

 公平な立場

コンソーシアム契約書モデル A では、各当事者が、自己が開発した研究成果の知的財産権を所有し、他

の当事者が開発した研究成果の知的財産権は実施権を許諾されている。これにより各当事者は全ての研

究成果を自由に実施することができる（実施料は無償の場合も、支払計画に書かれた支払いの見返りと

して与えられる場合もある。）。状況に応じて、コンソーシアム契約書モデル A の第 5.9 条の角括弧内を

削除すること。

またコンソーシアム契約書モデル A で、各当事者は研究成果の非独占実施権をいかなる目的においても

持つが、本プロジェクトの目的での実施（第 5.2 条）と、より広い目的での実施（第 5.9 条）では区別し

て扱われる。すなわち、前者は本プロジェクト推進のために当事者が持つもので、後者は研究成果のよ

り広範な利用を促進のために、相手を限定しない再実施許諾で有償を想定している。

 研究成果の実施権に影響を与える要因

どの当事者が研究成果の知的財産を所有し、実施する権利を持つかについては、知識、バックグラウン

ド技術、研究資金、試料、設備、人的資源といった各側面での貢献度合い、研究成果を実施する能力、

外部資金を受けるにあたり課される条件や、企業側の都合（R&D 税控除を申請するためには研究成果の

知的財産権が同企業に帰属しなければならない場合、または、投資を増やすために資産を所有すること

が必要である場合）等、様々な要因により決定される。どのモデル契約書を使用するか決める際には

Decision Guide も参照のこと。

 再委託と学生

再委託先や学生がプロジェクトに関わることで得られた知的財産については、彼らの貢献が当然認めら

れるべきである。

 知的財産権の譲渡

ある研究成果をした者以外の当事者が所有する場合は、その知的財産権を譲渡する手続きが必要となる

（コンソーシアム契約書モデル A・B・C の第 5.4 条）。
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法律や契約が許す限り、著作権を含むある種の知的財産権は、その知的財産が生じる前に譲渡すること

が可能である。

第 5.5 条で、特許性のある研究成果が出た場合は速やかに相手方に通知し、それ以外の研究成果について

は次の報告のタイミングまで留めておいてよいと規定されている。これにより事務作業は軽減されるが、

プロジェクトの性質に応じて、全ての研究成果を遅滞なく報告するよう条文を変更してもよい。

コンソーシアム契約書モデル B・C では、知的財産権が独占的に 1 つ以上の当事者に譲渡又はライセン

スされるので、本プロジェクト遂行のため他の当事者が当該知的財産を実施できるようライセンスバッ

ク条項がある。

 知的財産権の共有

コンソーシアム契約書モデル A の第 5.4 条で、知的財産の共有について規定しているが、これは成果に

対する各当事者の貢献度を区別できない場合に限ると規定している。基本的に全ての共有者で当該知的

財産を保護するための手続きを行うことになるが、ある共有者が当該手続きを行わない場合は、他の共

有者が当該手続きを行い、手続きを行わない共有者も相応の協力をしなければならない。

コンソーシアム契約書モデル A の第 5.7 条で、知的財産の共有者は、当該知的財産の取引や実施で得た

収益について、他の共有者に説明する必要はないとしている。

いずれにしろ、ランバート内部作業部会の当事者は、知的財産の共有を推奨していないないので注意す

ること。

 知的財産のライセンス／譲渡に向けた交渉（コンソーシアム契約書モデルＤのみ）

コンソーシアム契約書モデル D で、各当事者は知的財産権の譲渡またはライセンスに向けて、プロジェ

クト期間中およびその後の限られた期間に他の当事者と交渉する権利がある。ひとたび交渉が開始され

ると交渉期間が設定され、その間は当該当事者は他の当時者と交渉してはならない。

26. Academic Publication （Clause 6）

２６．学術出版（第６条）

２１．定義の「学術発表 （Academic Publication）」で説明したとおり、情報やマテリアルを保護した

いと考える企業側と、研究結果を発表したいと考える大学側では、明らかに意見の相違がある。そこで

両者は、大学側から提案された学術発表の内容を、秘密保護の観点から、どのように修正しうるかにつ

いて、よく話し合う必要がある。このことは交渉の初期に合意すべきである。

学術発表をどの程度遅らせられるかは、その時の状況と情報の性質によるが、通常短くて 1 ヵ月、長く

て 12 カ月とする例が多い。

27. Confidentiality （Clause 7）

２７．機密情報（第 7 項）

 研究成果の機密性

本契約は、研究成果を、当該成果が帰属する当事者の秘密情報として取り扱う。コンソーシアム契約書

モデル A では、全ての当事者が研究成果を実施できるように、成果を秘密情報として取り扱わないが、

特許出願の機会を失わないようにするために、第 6 条で「秘密情報であることの通知」という制度を残

している。
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 秘密保持期間の設定

第 6.1 条で、秘密保持期間の設定を定めている。このことにより、当該情報が秘密保持期間終了後も、商

業的に慎重に取り扱うべきであったり、何らかの理由で秘密保持されるべきである場合があるというリ

スクが生まれる。よって両者は、秘密保持期間を無期限にすることについても検討すべきである。

コンソーシアム契約書モデル B・C で、研究成果の実施を任された当事者は、当該知的財産権を所有し

ているかまたは、その独占実施権を保有しているので、成果を実施することにより、他の当事者の秘密

情報を侵害することはない。

 情報公開

2000 年に制定された情報公開法に基づき、イギリス国民は公共機関が保有する情報にアクセスする権利

を有する。すなわち大学は、情報開示を要求したいかなる者に対しても、当該法律の適用除外にあたる

情報以外は開示する義務がある。

共同研究において、適用除外となる可能性が高いのは、

 当該情報を開示することが、大学の秘密保持義務違反となり、訴えられる可能性のある場合、ま

たは

 当該情報が企業秘密、または第三者の商業的利益を害する可能性があり、かつ情報を開示しない

ことによる公益が、開示することによる公益を上回る場合

である。

大学が当該法律に基づいて情報開示を請求された場合は、上記の除外が適用されるかどうかについて、

契約相手方と協議することが必要になるであろう。例えば、スポンサーから最初は秘密情報として提供

された情報でも、その後公知となったものについては、上記 1 番目の適用除外にはあてはまらないこと

になるが、このことは大学がスポンサーに確認しないとわからない場合がある。

第 6.2.5 条で、大学が法令の要請によって情報を開示することを認めている。すなわち、「他の当事者は

当該法律のもと行なわれた開示について大学を訴えることはできない」という条項に、上記の除外は適

用されない。このことは大学による当該法律の順守を助けることになるが、他の当事者から見ると、自

己の秘密情報が関わる限り、受け入れ難いアプローチであるかもしれず、大学に対する情報提供により

消極的になってしまう可能性がある。それゆえ、当該法律に基づいて行なわれる情報開示の例外が追加

されている。

28. Limitation of Liability （Cluase 8）

２８．責任制限 (第 8 条)

 保証

第 8.1 条は 2 パターン用意してあり、それぞれアプローチがかなり異なるので、当事者間で検討する必

要がある。1 番目は、第三者の権利侵害に対する制限付き保証を規定しており、2 番目は、非保証を規定

している。1 番目の場合でも、保証は限定的であるので、特許性のある研究成果を実施しようとする当事

者はよく調査しなければならない。

各当事者は、十分な特許調査を行わなかった結果、研究成果の実施を妨げるような特許が存在すること

が後で判明した場合のリスクについて考えるべきである。資金提供機関の中には、研究成果が第三者の
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知的財産権を侵害しないことの保証を求める場合がある。

第 8.1 条の 2 番目の文言を採用した場合は、第 8.2 条の角括弧内の文言は削除しなければならない。

 補償

第 8.3 条で、提供された研究成果やマテリアルの実施に起因する損害は、実施者が提供者を補償するとし

ている。これは、研究成果の実施を引き受けた当事者が、知的財産の利用に関する商業的リスクを負う

という考えから来ている。

当事者の誰かが故意に第三者の知的財産権を損害した場合、その結果他の当事者に生じる様々な損害を

当該当事者が補償することについて、契約書に追加すべきか否か検討する必要がある。追加する場合の

条文例は原文を参照のこと。

第 8.3 条における補償は、補償を要求する者が、補償人にクレームについて速やかに知らせること、補償

人が当クレームを処理することを認めること、そして補償人による当該処理に協力することが条件とな

っている。これは、補償を受ける者が事態を悪化させないことや、クレームを増やさないことを約束さ

せる意味がある。ただし、補償を要求する人の過失や故意の契約違反、秘密保持義務違反がある場合は

適用されない。

なお当事者は、補償人が補償の担保のために保険に入るべきかどうか検討すべきである。大きな機関で

あれば自家保険を持っているかもしれないが、経済的に限界のある機関であれば、適切な保険に入らな

ければ、補償条項は形骸化してしまう。

 間接損害の責任除外

第 8.4 条の目的は、間接損失、すなわち、契約違反や過失から起こる結果として当事者が予知し得ない損

害や、ある特別な状況によってのみ起きる損害に対する補償の義務を除外することである。

 直接損害の保証義務の上限

第 8.5 条で、各当事者の保証義務の上限について規定している。上限額については下記から選択すること。

 各当事者が本プロジェクトのために支出した資金の額

 各当事者に割り当てられた外部資金の額

 その他、具体的な額を記載する

いずれにしても、当事者は事前に保険の手当をしておくべきである。

法律によって除外されない損害もある。また本契約は、故意に引き起こされた損害や秘密保持違反の結

果としての損害への責任を制限したり除外したりすることは不公正であるとの方針を採る。この原則は

他の条項の制限や除外に優先する。

第 8.6.3 条は、当事者が資金提供条件に違反した場合の責任は無制限としている。何故なら当該違反は資

金提供団体の管轄であり、本プロジェクトの当事者が取り扱うことのできる問題ではないからである。

 黙示的条件の除外 (第 8.7 条)

動産・サービス提供法や両当事者間の交渉過程の内容が、契約書中で実際に記載されていない場合にお

いても、黙示的に条件として含まれる場合がある。第 8.7 条で、その種の条件を除外している。契約書に

明示的に記されている条件のみが本プロジェクトに適用される。

29. Termination （Clause 10）

２９．契約解除（第 10 条）
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全当事者が合意するのであれば、いつでも契約を終了させることができるが、プロジェクトの終了には

資金提供機関の同意が必要となる場合もある。

プロジェクトの着手と契約締結の前に、第 10.3 条に基づく場合を例外として、一方的に契約解除するこ

とはできないということを理解しておかしなければならない。ただし、他の当事者が競合者によって引

き継がれた場合に契約解除する権利は有した方がよいかもしれない。

 不履行・支払不能

ある当事者が破産か契約違反をした場合、他の当事者が全員一致で決定した際には、当該当事者をコン

ソーシアムから撤退したものとして扱うことができる。ただし事前に、撤退について資金提供機関の同

意が必要か否かどうか、資金提供条件を確認すること。

 当事者の撤退

第 10.3 条で、基幹人員のうち一人でも、本プロジェクトに従事できないか、それを望まない場合、いず

れの当事者もプロジェクトから脱退することができる。ただし本条項を適用するときは注意を要する。

一当事者の撤退はプロジェクト全体を危険にさらす可能性があるため、他の当事者の同意なしに脱退を

認めないとした方がよい場合もある。実際には、基幹人員が他の機関に異動した場合には、当該機関と

契約を締結し直すことが可能だが、全当事者の書面での合意なしに新たな機関が加わることはできない

し、資金提供機関の合意が必要になる場合もある。

資金提供機関は通常、基幹人員のうち一人でもプロジェクトに関与しなくなった場合にはそのことを知

りたいと思っている。

秘密保持、知的財産権及び責任制限に関する条項を含め、プロジェクト終了後や契約解除後も存続させ

るべき条項がある（第 8.3 条）。継続中の支払いがある場合は、支払いに関する条項を存続させるべきで

ある。

いずれかの当事者がプロジェクトから脱退し、もしくは脱退したものとして扱われる場合；

 他の当事者で作業の割当をし直す（第 10.4 条）

 脱退当事者は他の当事者からいかなる費用も回収できない（第 10.5 条）

 脱退当事者のバックグラウンド技術は依然としてプロジェクトのために利用される(第 10.6 条)

 脱退当事者が自己の知的財産権を他の当事者にライセンスまたは権利譲渡していた場合、それら

は依然として有効である（第 10.7 条）

 撤退当事者に認められたライセンスは終了する(第 10.9 条)

 知的財産権の共有についての取り決めには影響を与えない（コンソーシアム契約Ａの第 10.8 条）

 もしある当事者が正当な理由なしにプロジェクトから脱退させられた（脱退したとして扱われて

いる）と考えている場合、本契約に基づく、当該当事者を排除する他の当事者の権利、及びその

後他の当事者が当該当事者の知的財産権を利用し続ける権利に異議を申し立てるという救済策が

ある。

 コンソーシアムの新規当事者

新たな機関の参加は、全当事者の合意によってのみ認められる。資金提供条件によっては、資金提供機

関も、新たな機関の参加を承認する権利を保有する場合がある。

30. General （Clause 11）
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３０．一般条項（第１１条）

 通知

本契約に基づいて通知をする場合は、第 11.1 条に従うこと。

 契約上の地位の譲渡

もし第 11.3 条に基づいてある当事者が本プロジェクトを脱退して第三者に契約上の地位の譲渡をしよう

とする場合、当初の当事者と新しい当事者は、更改契約を締結することについて検討しなければならな

い。これにより、プロジェクトを脱退する当事者は（守秘義務以外の）契約上の義務を免除され、脱退

する当事者が保有する知的財産を、新しい当事者が活用する機会を与えることが可能となる。

 完全なる合意

第 11.7 条は、本契約が当事者間の完全なる合意であることを規定している。両当事者は、本条項が正確

であるか否かについて慎重に検討しなければならない。本条項により、本契約以外のいかなる書面も契

約上の拘束力を持たないことが明確になる。例えば、外部資金申請時の条件や資金提供条件を排除した

くない場合は、本条項は適当ではない。

 紛争処理

第 11.12 条は、紛争を当事者間で解決することを助けるための条項である。ただし、事態が深刻になっ

た場合に法廷で解決することを妨げるものではない。

もし各当事者が友好関係を維持したいときは、裁判で解決する代わりに、ADR（仲裁、調停、斡旋等の

裁判外紛争解決手続き）を検討することも可能である。詳しくはこちらを参照。

 署名

コンソーシアム契約書の契約書正本の部数は、契約当事者の数によって決まる。各当事者は、全当事者

の代表者の署名が入った正本１通を保管しなければならない。主任研究員等が契約条件を認識している

ことの確認をするため、署名を求められることがあるが、契約当事者ではないので、契約不履行の際に

他の当事者に対し法的責任を負うことはない。

31. Schedules

３１．添付資料

 添付 1(財政貢献)

当事者による資金の提供方法は非常に様々であり、１つ１つ調整する必要がある。この添付１では、そ

れら支払いについて完全かつ詳細に記すべきである。例えば、金額は固定か、あるいは経費によって変

わるのか、払い戻しされるタイプの支出なのか、支払い金額の上限があればその上限額、各支払期限、

その他支払いに関する条件、等である。

企業との契約で、プロジェクト当事者の昇給（または少なくとも労使交渉による賃上げ）、年金（もしく

は退職金）、国民所得における増加分をカバーする場合がある。その場合にも、添付１にその内容を含め

なければならない。

 添付 2(プロジェクト/プロジェクト計画)

添付２では、各当事者の義務（あればタイムテーブルも）や、各当事者が提供する人材、施設、設備等、

プロジェクトの詳細を記す必要がある。契約の本文では、添付２でカバーしている項目のみ含めればよ

い。
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 添付 3

資金提供条件の写しをここに示す。

 添付 4

運営委員会の付託条項の写しをここに示す。

 添付 5

適切なデータ管理の例をここに示す。

 添付 6

収益配分、成功報酬も含めた支払計画をここに示す。

 添付 7 （コンソーシアム契約書モデルＢ・Ｃのみ）

合意された実施戦略の写しをここに示す。成果の実施について責任を負う当事者は、第 5.9 条に基づいて、

実施に向けあらゆる合理的な努力をする義務を負う。

以 上
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５．米国の大学と企業間の受託研究契約書の分析レポート

New York State Science & Technology Law Center（NYS STLC）が作成した、米国の

大学・企業間の受託研究契約に関する分析レポートについて、重要部分を抜粋して紹介す

る。
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「米国の大学と企業間の受託研究契約書の分析レポート」

“NYS STLC”（New York State Science & Technology Law Center）の

レポートの検討

Sponsored Research Agreement Template

作成：ＵＣＩＰの法務調査部門

平成２４年５月
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NYS STLC のレポート Reports の紹介について

米国の大学と企業間の Sponsored Research Agreement（受託研究契約書）の分析レポー

トが New York State Science & Technology Law Center (“NYS STLC”)のホームページに

掲載されている。

http://nysstlc.syr.edu/NYSSTLC_Reports/State_IP_Policies_Conference/State_IP_Policies.aspx

その中で、ＵＣＩＰの法務調査部門が検討課題としている、日本の大学が米国の大学等

と共同・受託研究をするにあたり参考となると思われる以下の６つのレポートについて、

紹介する。

１）紹介するレポートについて：

１－１）紹介レポート

Sponsored Research Master Agreement File

State Intellectual Property Policies

University Industry Sponsored Research Contract Term Analysis

Sponsored Research Agreement Template

１－２）NYS STLC について：New York State Science and Technology Law Center につ

いて

研究機関や新興企業の技術開発、商品化支援や情報提供を目的とし、NYSTAR（ナイスタ

ー）が 2004 年に設立したセンター。研究機関、NYSTAR、学術機関や公的・民間ステークホ

ルダーに対し、知的財産の保護や商業化、技術移転業務、特許、著作権、商標法、またラ

イセンス契約などの各種技術関連の法的な問題についてアドバイスしている。NYS STLC は、

シラキュース大学ロースクール、シラキュース大学新技術関連法プログラムを通し、多数

の教員、学生を利用している。
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１－２）NYSTAR について： New York State Foundation for Science, Technology and

Innovation（旧 New York State Office of Science, Technology and Academic Research）

について

ニューヨーク州が同州の大学における研究活動を強化する目的で 1999 年に導入した支

援プログラム 1。NYSTAR の基金は、NY州における技術移転と経済開発を推進している 2。

参考文献によると、アルバーニを本拠地に、ニューヨーク州の大学が連携して連邦政府

の競争的資金を獲得し、自治体の大型投資により世界から優秀な人や最先端装置を呼び寄

せ、大学を核にして経済復興を図ることを明確な目的としている。アルバーニ大学に装置

を置く装置メーカーによると、IBM の研究開発投資余力の減少が大学を核とした地域政策に

より補われていると 3ある。
1参考文献：ＮＥＤＯ海外レポート ＮＯ.1014, 2008.1.9

http://www.nedo.go.jp/content/100105266.pdf
2 参考文献：米国における産学連携の変遷について〈ジェトロ･ヒューストン･センター〉

2004/3, No.456

http://www.jetro.go.jp/jfile/report/05000796/05000796_001_BUP_0.pdf1

3 参考文献：大学の科学研究と産学のマインドセット－米国の事例－（横浜国立大学大

学院 国際社会科学研究科 教授岡田 依里著・JST 産学官連携ジャーナル 2007 年 7 月

号）

http://sangakukan.jp/journal/journal_contents/2007/07/articles/0707-07/0707-07_arti
cle.html

１－３）NYS STLC のレポートへのアクセス：

http://nysstlc.syr.edu/

上記画面の ABOUT THE CENTER をクリックする。

http://nysstlc.syr.edu/About_The_Center/TCRC/TCRC1.aspx
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上記画面の CENTER REPORT をクリックして INDEX を選択すると冒頭の目次画面が出

る。

２）レポートの概要

２―１） Sponsored Research Master Agreement File

このMaster Agreement Fileは、米国国立科学財団 (National Science Foundation, NSF)

の調査による研究・開発費トップ 200 の大学から選ばれた 41 の大学の Master Agreement が載

せてある。条項ごとに検索語が決められ、検索語を使い、各大学の該当する条項を容易に検索で

きるようなデータベースとなっている（例えば、「譲渡」の条項を探したい場合は「A4」を使って検索

する。）。

（i） 検索できる条項

1. Agreement Modification（契約の変更）

2. Agreement （合意）

3. Assignment Modification

4. Assignment（譲渡）

5. Attorney’s Fees（弁護士費用）

6. Collaboration（連携）

7. Confidentiality（秘密保持）

8. Conflict of Interest（利益相反）

9. Costs（コスト）

10. Disclosure（開示）

11. Dispute Resolution（紛争解決）

12. Drug-Free Workplace（職場薬物排除法)

13. Entire Agreement（完全合意）

14. Environmental Matters（環境に関する事項）

15. Equipment（設備）

16. Export Control（輸出管理）

17. Force Majeure（不可抗力）

18. Governing Law（準拠法）

19. Government Rights（政府の権利）

20. Human Resource Protection（人的保護）
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21. Import Control（輸入管理）

22. Indemnity（免責）

23. Independent Contractor（契約者の独立性）

24. Insurance（保険）

25. Intellectual Property（知的財産）

26. Key personnel（主たる研究者等）

27. Laboratory Animals(実験動物)

28. Liability（責任）

29. Miscellaneous（その他）

30. Notices（通知）

31. Payments（支払い）

32. Period of Performance（期間）

33. Publication（公表）

34. Publicity（広報・宣伝）

35. Recital（契約書前文）

36. Records（記録）

37. Research Use License（研究目的の実施許諾）

38. Review and Evaluation License Granted（審査・評価用実施許諾）

39. Scope of Work（業務範囲）

40. Severability（契約可分性）

41. Survivability（存続条項）

42. Taxes（税）

43. Termination（解除）

44. Waiver（権利放棄）

45. Warranty（保証）
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(ii) 掲載大学（41 校）

1. Brandeis University

2. Cal Poly

3. Carnegie Mellon

4. Case Western Reserve University

5. Central Washington

6. Dartmouth College

7. Drexel University

8. John Hopkins University

8.1. Master Agreement

8.2. Uniform Biological Material Transfer Agreement

9. Leland Stanford Junior University

10. Michigan Technology Institute

11. Montana State University

12. North Carolina State

13. North Dakota University

14. New York University

15. Oklahoma State University

16. Penn State University

17. Rochester Institute of Technology

18. Rutgers, The State University of New Jersey

19. Syracuse University

20. Thomas Jefferson University

21. University of California, San Francesco

22. University of Central Florida

23. University of Chicago

24. University of Cincinnati

25. University of Colorad

２－２）State Intellectual Property Policies

本報告書では、大学における R&D が発展しやすく、それらに対する投資から州が利益を得られる

環境作りに、NY 州がどう貢献できるか、をテーマに、知的財産政策について議論されている。また、

そういった知的財産政策を作成するにあたり重要であろう要素についても、紹介されている。

最初のセクションでは、現在のアメリカ国内の大学における知的財産の商用化の現状について、アメ

リカの知財政策や、企業支援を受けた大学におけるR&Dがどのようにして産業界に貢献しているかと

いうサイドからの説明がされている。大学の知財管理のための支出金額、発明届数、特許出願数等の

データから、大学の技術移転活動に関する情報や、経済発展へ影響する大学内外の要因について

の情報が提供されている。

次のセクションでは、カリフォルニア州で、包括的な州の知的財産政策立案者（policy makers）向

けに書かれた報告書について要約してされている。その中では、政策作成における、指針、目的、助

言等が紹介されている。また、以下の、 NY 州の知的財産政策に関わるエージェントについても説明

されている。
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 SUNY

 The Research Foundation

 NYS College of Agriculture and Life Sciences at Cornell University

 CUNY and the CUN”Y Research Foundation

 NYSTAR

 NYSERDA

最後のセクションでは、アメリカ国内全 50 州における知的財産政策について、それぞれの州の大学

知的財産政策についての要約、それらに関係する funding agencies、そして州による類似点や相違

点等、詳細まで紹介されている。

Table of Contents

1. Federal Intellectual Property Policies

(アメリカの知的財産政策)

Bayh-Dole Act と IRS Revenue Procedure 97-14 についての紹介

2. Intellectual Property Commercialization Environment

(知的財産商用化をとりまく環境)

大学への研究支援の長所と短所、大学内外で地域社会へ影響を及ぼす要因、AUTM の

データの分析等。

3. California Intellectual Property Report

(カリフォルニア州知的財産報告書)

背景、発見事項、知的財産の目標、推薦。

4. New York State Intellectual Property Policies

(NY 州知的財産政策)

大学の知的財産政策、funding agencies の知的財産政策等。

5. Overview of State Intellectual Property Policies

(州の知的財産政策の概要)

6. Summary of State Intellectual Property Policies

(州の知的財産政策の要約)

7. New York State Intellectual Property Policy Alternatives

(州の知的財産政策の代用案)

8. Conclusion

(結論)

Appendices

 Private Causes of Action Under the Bayh-Dole Act: Case Briefs

 AUTM Date

 Detailed State IP Policies
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２－３） University Industry Sponsored Research Contract Term Analysis

このレポートの目的は、受託又は共同研究契約における大学と企業間の価値観から生じる諸問題

を分析しつつ、それらの諸問題を解決する糸口を見いだすとともに、契約締結の交渉効率を高めるこ

と等を通して、最終的に、委託・共同研究を推進し、新しい技術開発の発展を行えるようにすることを

目的としている。

この目的を果たすため、企業分野を問わず約１５０の企業（付録Ｂを参照）に様々な研究契約に関

する調査（調査内容は付録Ｃを参照）を行った。中には未回答の企業も存在する。

概要 ·······························································································Ｐ３

１．はじめに ·························································································Ｐ６

２．レポートの目的 ·················································································Ｐ７

２．１ 調査の視点 ·················································································Ｐ７

２．２ 具体的な目的···············································································Ｐ７

調査結果の分析として、大学と企業が委託又は共同研究契約を行う意義、仮に当該契約を行わな

いとしたならば、その理由は何かについて調査結果をまとめた。

共同研究契約を行う意義としては、具体的に、大学の教職員等が企業にはない技術開発のノウハウ

をもっていること。企業が研究を行うにあたり、様々な規制の中で行っていることから、外部に研究を委

託した方がよい場合があること、また共同研究を通じて、企業と大学の結びつきを強化することにより、

今後も共同研究に発展性を生み出すこと等の重要な要素が上げられる。下記３．以下で詳細につき

説明を記載する。

３．企業に対する調査結果：参加、協力、交渉について····································Ｐ８

３．１ 委託・共同研究契約と企業の関与···················································Ｐ８

以下、大学との研究契約を必要とする例（動機）

１）教職員との連携による専門知識の獲得 ·················································Ｐ８

２)助成金を得る機会 ···········································································Ｐ９

３）部外者の視点················································································Ｐ９

４）人的関係······················································································Ｐ９

５）研究場所····················································································Ｐ１０

以下、大学との研究契約を必要としない事例（理由）

１）委託・共同研究の不必要性 ·····························································Ｐ１０

２）知的財産を超えた問題···································································Ｐ１０

３）大学の組織の問題········································································Ｐ１０

以下は、契約規定に関する大学と企業の交渉の観点から、アンケート調査をまとめたものであり。交

渉過程においてどのような問題が生じ、それをどのように解決していったのか、また交渉の結果どのよ

うな点に満足し、満足していないかをまとめたものである。
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３．２ 契約交渉と研究成果の満足について················································Ｐ１３

委託・共同研究契約を締結する際、また締結をした後に様々な問題が生ずることがある。それらの主

要問題点を列挙し、アンケート結果を分析する。

４．委託・共同研究契約の分析と議論：訴訟問題 ··········································Ｐ１８

４．１研究資材の所有権 ·····································································Ｐ１８

４．２契約期間 ·················································································Ｐ１９

４．３秘密保持 ·················································································Ｐ１９

４．４成果物の権利帰属 ·····································································Ｐ２０

４．５保証と賠償額の制限 ···································································Ｐ２１

４．６研究成果の発表 ········································································Ｐ２３

４．７補償問題 ·················································································Ｐ２６

４．８ライセンス規定···········································································Ｐ２７

４．９大学の一般管理費の取得 ····························································Ｐ３０

以下は米国における連邦法である、バイドール法やＩＲＳの Revenue 手続き（９７－１４）やクリエイト

法など、委託・共同研究契約の規定を構築するのに、遵守する必要のある法律、手続きについて紹介

されている。

５．法律 ····························································································Ｐ３１

５．１バイドール法 ··············································································Ｐ３１

５．２ＩＲＳ Ｒｅｖｅｎue 手続き（９７－１４） ···················································Ｐ３２

５．３クリエイト法 ················································································Ｐ３３

以下結論として、今回の委託・共同研究契約の調査分析をしてわかったことは、契約案は双方の価

値観をお互いに尊重しつつ決定し、締結すべきだということである。また訴訟問題については、企業か

ら有益なデータを獲得するのは困難であったため、必ずしも分析内容が妥当なものかは疑わしいが、

もっとも問題となる内容としては、「成果物の権利帰属」の問題であるとされる。

６．結論 ····························································································Ｐ３４

以下は付録である。付録Ａは契約締結において特に発生する問題を簡潔にまとめたものである。民

間企業と大学等の教育機関が委託・共同研究を模索しているようなときは参考にしてもらいたい。付録

Ｂは、当レポートに基づくアンケート調査に協力いただいた企業の一覧である。付録Ｃは実際のアンケ

ート内容に関するものである。
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付録Ａ

委託・共同研究のアプローチ：民間企業と学術的研究者等のための参考資料······Ｐ３５

付録Ｂ

協力いただいた企業一覧 ······································································Ｐ４１

付録Ｃ

実際のアンケート内容 ··········································································Ｐ４３

２－４）Sponsored Research Agreement Template

科学・技術･革新にかかるNY州財団のための研究プロジェクト（Research Project For New

York State Foundation for Science, Technology and Innovation）として作成された受託研

究契約書テンプレート（雛形）について分析されてる(作成日2010年２月１９日)。

これらは、大学と、研究を目的にした大学に対して基金を出すことに同意しているスポンサ

ー間での同意書の雛形であり、利用者がこの受託研究契約書の中で選択的に使える条項文の

Setsを示しているものである。これを利用して、契約書を、新しい契約書内の条項語（章）と

して切り貼りすることにより簡単に作成することができる。各大学間で、各条項について、も

っとも一般的な規定や大きく異なる点を知るために、約４０の受託研究契約書（約４０の大学

例）が検討された。本レポートの各章は、各条項の目的と、各大学間での相違の重要性などを

説明している。

なお、各条項では、本レポートの分析・報告をした Syracuse University の例を多く掲載し

ているが、その他の多くの大学の例も引き合いに説明がされている。

それらの大学は以下である。

Table of Contents（本文の目次項目）

Introduction（序文 上記説明文）......................................................................................... 1

University of Central Florida

University of Chicago

Miami University

University of Pennsylvania

University of Illinois

University of Iowa

University of North Carolina

University of Pennsylvania

University of Southern California

University of Toledo

University of Vermont

Washington State University

California Polytechnic State University

Case Western Reserve University

Dartmouth College

Drexel University

University of Connecticut

Michigan Technological University

Montana State University

Oklahoma State University

Rochester Institute of Technology

Rutgers University

Stanford University

Syracuse University

Thomas Jefferson University
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1.Recitals（説明条項）.............................................................................................................1

本レポートの調査に直接関与したSyracuse Universsityが、受託研究契約書は基金を出すス

ポンサー企業、Non-profit組織である大学、またその研究に関わる大学の部局によって異なった

契約書をなることを述べている。

2. Scope of Work/Work （研究プロジェクトの名称づけについて） ...........................................1

3. Key Personnel （主たる研究者について） .........................................................................2

4. Period of Performance（実施期間、契約書の有効期について） ..........................................3

5. Reports （スポンサーが受ける報告書、頻度に等について） .................................................4

6. Records （記録の収集、基金のアカウントにかかる大学の義務について） .............................5

7. Costs and Payments （スポンサーが意図した支払いの額、支払法について）.....................6

8. Equipment（研究装置。契約書に従って購入した装置の商品にかかる同意について） .........8

9. Publicity（名称） .................................................................................................................9

自己の公表を管理する双方の権利、宣伝促進などに用いる名称などの事前の同意等につい

て。

10. Publication（公表） .........................................................................................................10

受託研究の過程で発見した情報の公表、発表にかかる各者の権利について。大学と企業の

目的の差異によるConflict対応について

11. Confidential Information（守秘義務）...........................................................................11

守秘情報にかかり、契約書作成時点、契約期間、契約終了後の管理について

12. Intellectual Property（知的財産の取り扱いについて） ...................................................14

受託研究プロジェクト期間で発生したIPの権利者について。特許のみならず著作権、トレード

マークも含まれることも。殆どの大学では契約書の上位でUS特許法が準拠されていること。.

13. Termination（契約期間について） ...................................................................................20

契約期間の終了にかかり多くの疑問点が生じること。研究課題が完了する前に契約が期限切

れとなったとしたら？、研究の続行のために、誰が何に対して支払うか、研究の終了まで何を

すべきか等について。

14. Independent Contractor（双方の契約者の行為Actionsに係る独立性について） ...........22

15. Insurance （保険について）............................................................................................23

受託研究契約では、各種タイプの保険に入ること記載し、その具体的な額をも記載している大学

例が載っている。

16. Indemnity（法的責任。その責任範囲、費用範囲など明記している） ................................24

17. Merger（合併・統合） .......................................................................................................26

18. Warranties （研究成果の保証） .....................................................................................26

研究成果の特許性などの保証しない事項（Disclaimers）を記載している例をしめしている。

19. Export Controls（輸出管理規定）...................................................................................27

他の国への技術輸出のかかり、政府の規定に従ってスポンサーと大学間の法的遵守をすること

を記載している。大学例によっては具体的（Specific）な規定章を設けてはいないが、通常、あら

ゆる法律をもって法的遵守をする旨の一般的な規定章（General Clause）を持っている。
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20. Excusable Delays（天災事変などによる許容される遅延） ................................................29

21. Governing Law（準拠法。大学の所在地州の法律準拠などについて）.............................29

22. Arbitration/Dispute Resolution（ 仲裁裁判・紛争解決）............................................29

23. Assignment（ 契約責任者。契約ができる者・義務負う者）...............................................31

24. Agreement Modification（既存契約とその変更）............................................................31

25. Notices （通知、要求、要望、連絡など） ..........................................................................32

26. Survivability （研究にかかる契約の成果期間を超えて実施を可能とする条項） ..............32

以 上
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６．英文契約書に関する参考文献紹介

英文契約書作成時に参考となる書籍を初心者から実務者向けまで紹介する。
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英文契約書に関する参考文献紹介

・参考文例集 ：入門編 ①～⑥

：実務者向け ⑦～⑫

・報告書 ：国際共同研究に関するもの ⑬

・用語集・辞書等： ⑭～⑯

①

書籍名 はじめての英文契約書

著者 山田勝重

出版 単行本（ソフトカバー）: 306 ページ

出版社: 中経出版 (2009/10/23)

ISBN-10: 480613371X ISBN-13: 978-4806133711
発売日： 2009/10/23

所感・備考

及び内容紹介

文例が豊富で使いやすい。

出版社 / 著者からの内容紹介

契約文書の“構成”から“考え方”まですっきり解説。国際取引での“折衝・交渉”の「注意ポイント」

を紹介。英文契約に特有の“条項文例”、“英語表現”を豊富に収録。

内容（「BOOK」データベースより）

最新契約文例 13 を掲載。契約文書の“構成”から“考え方”まですっきり解説。国際取引での“折衝・

交渉”の「注意ポイント」を紹介。英文契約に特有の“条項文例”、“英語表現”を豊富に収録。

目次 PartⅠ【入門編】英文契約書の「構成」に関する基礎知識

１英文契約書とは

２契約文書のさまざまな役割

３英文契約書の特徴

４英文契約書はここに注意しよう

５契約文書の読み方のポイント

PartⅡ【基礎編】英文契約書の「内容」に関する基礎知識

１英文契約書に特有な英語を知っておく

２契約条件と合意項目を整理する

３契約条件を交渉する

４契約条件の確定のポイント

５契約条件を確定する際に気をつけること

PartⅢ【実践編】英文契約書の「作成」に関する基礎知識

１合意条項の分類

２標準文書の検討

３契約文書作成のポイント

PartⅣ【実務編】英文契約書作の実際

１一般条項の検討・作成

２契約書別チェックポイント

３予備的合意書の法的拘束力

４契約締結の際に留意すべきこと

５契約締結後の事情変更

６契約終了

PartⅤ英文契約書文例

[文例 1]付属書１ (Addendum)
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書籍名 英文契約書の基礎と実務―知識ゼロから取引交渉のプロを目指す

著者 牧野和夫

出版 単行本: 375 ページ

出版社: DHC (2009/04)

ISBN-10: 4887244827 ISBN-13: 978-4887244825
発売日： 2009/04

所感・備考

及び内容紹介

契約の種類ごとの特徴的な条項例が掲示してあるのが参照時に便利であった。

出版社/著者からの内容紹介

初めて英文契約書に触れる方から、実務で携り始めた初級者が、英文契約書の基礎知識の習得と、実務

上のポイントを効率よく押さえるための「入門書」。

＜本書で扱う英文契約書のサンプル＞

■秘密保持契約

■売買契約

■ディストリビュータ契約

■合弁事業契約

■ソフトウェアライセンス契約

■レター・オブ・インテント

＜本書の特徴＞

交渉開始から契約締結までの基礎知識をわかりやすく解説。

代表的な契約書を対訳と丁寧な解説つきで掲載。

契約書に特有の英語表現を条項例とともに紹介。

リスクを見抜くコツ、交渉を有利に進める戦略も伝授。

＜こんな方にお薦め!＞

国際取引ビジネスを志す学生や、携わり始めたビジネスパーソン

英文契約の翻訳に携わりたい方。

法曹界を目指す社会人、学生。

内容（「BOOK」データベースより）

交渉開始から契約締結までの基礎知識をわかりやすく解説。代表的な契約書を対訳と丁寧な解説つきで

掲載。契約書に特有の英語表現を条項例とともに紹介。リスクを見抜くコツ、交渉を有利に進める戦略

も伝授。

目次 基礎編

第 1 章 英文契約書の戦略とリスク

⇒国際取引のリスクについて知り、英文契約を戦略的にとらえる

第 2 章 英文契約書の基本

⇒英米における契約観を理解し、国内・国際取引の違いを押さえる

第 3 章 英文契約書の種類

⇒代表的な英文契約書について知る

第 4 章 英文契約書の一般的な構成

⇒一般的な英文契約書の構成を理解する

第 5 章 英文契約書の英語

⇒英文契約書に特有の表現を押さえる

第 6 章 英文契約書の重要条項

⇒「一般条項」と重要条項について集中的に学ぶ

実務編

第 7 章 英文契約書の読み方

⇒英文契約書のサンプルを実際に読み込んでいく

(秘密保持契約書/売買基本契約書/ディストリビュータ契約書/合弁事業契約書/ソフトウェアライセンス

契約書/レター・オブ・インテント)

資料編 資料：委任状
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③

書籍名 やさしくわかる英文契約書

著者 牧野 和夫

出版 単行本（ソフトカバー）: 232 ページ

出版社: 日本実業出版社 (2009/6/11)

ISBN-10: 4534045603 ISBN-13: 978-4534045607
発売日： 2009/6/11

所感・備考

及び内容紹介

用語、文法の解説やコツが参考になった。企業間でのライセンス契約、共同研究契約の重要

ポイントとしての解説有り。

◎英文契約の基礎知識から国際取引のルールまでを解説

英文契約書をはじめて目にすると、長文で、かつ難解な法律英語に誰もがとまどいます。本書では、法

律も英語もくわしくないけれど担当する海外ビジネスの英文契約書を検討しなければならない人のため

に、国際取引のルールや注意点から、英文契約書の基礎、重要ポイントまでをわかりやすく解説します。

◎「効率よく読む」ためのノウハウが満載

本書では、著者自身の国際企業での豊富な契約交渉経験をもとに、英文契約書を効率よく読むノウハウ、

実務で必要な知識を凝縮しました。まず、英文契約書を読み解くカギとなる重要頻出用語・フレーズを

ピックアップ。難解な英文契約書もスラスラ読めるようになります。さらに、実際に取引をスムーズか

つ有利に進めるために重要な実務上のポイントを豊富な事例を交え解説します。

リスク・トラブルを回避し、英文契約の交渉を進める方に最適の書です!

内容（「BOOK」データベースより）

英文契約書に使われる基本の用語から頻出フレーズ、読み解くヒントになる定型句まで“これさえ押さ

えておけば安心”のポイントを解説。長文で難しい契約書もスラスラ読める。よくわからないまま契約

したら、相手方に有利になってしまった…といった事態を避けるために、知っておきたい実務ポイント

を解説。取引に潜むリスクやトラブル、問題を事前に回避できる。

目次 Part1 英文契約書の基礎知識

1-1 国際ビジネスにおける契約書の意味

1-2 英文契約書の効力が及ぶ範囲

1-3 英文契約書が成立する法的要件

1-4 英文契約書で取り決める内容

Part2 契約交渉の流れとルール

2-1 契約交渉にあたる事前の準備

2-2 契約書の起案（ドラフティング）

2-3 契約交渉のポイント

2-4 交渉が難航したときの対応策

2-5 レター・オブ・インテントの活用とリスク

Part3 英文契約書の読み方

3-1 英文契約書の基礎構造

3-2 法律英語の基礎知識

3-3 契約書でよく使われる英語表現

3-4 契約書で使われる独特の英語表現

3-5 英文契約書を読みこなすコツ

Part4 重要条項の読み方

4-1 保証条項

4-2 不可抗力条項と損害賠償免責条項

4-3 解除条項と権利放棄条項

4-4 準拠法と紛争解決条項

4-5 その他の一般条項

Part5 タイプ別英文契約書の重要ポイント

5-1 国際売買契約

5-2 国際販売代理店契約

5-3 国際ライセンス契約①製造技術

5-4 国際ライセンス契約②ソフトウェア

5-5 国際ライセンス契約③特許

5-6 国際共同開発契約

5-7 国際役務提供契約

5-8 国際企業合併買収契約

5-9 国際合弁事業契約

5-10 国際秘密保持契約
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④

書籍名 実務英語に強くなるよくわかる英文契約書

著者 大塚一郎

出版 単行本: 275 ページ

出版社: 日本能率協会マネジメントセンター (2003/02)

ISBN-10: 4820741314 ISBN-13: 978-4820741312
発売日： 2003/02

所感・備考

及び内容紹介

契約書の構成構築やフォームが参考になった。付録の情報が分かりやすい。

内容（「BOOK」データベースより）

国際ビジネス紛争などで経験豊富な渉外弁護士が難解な英文契約書を図でやさしく解説。レター・オブ・

インテント、秘密保持契約、国際売買契約、ライセンス契約、合弁契約など契約モデルを満載。

内容（「MARC」データベースより）

レター・オブ・インテント、秘密保持契約、国際売買契約、ライセンス契約、合弁契約など契約モデル

を満載。国際ビジネス紛争などで経験豊富な渉外弁護士が難解な英文契約書を図でやさしく解説する。

目次 Part1 英文契約書の基礎

第 1 章：英文契約書の基礎知識

◎英文契約書の基本

1 英文契約書の特徴

2 国内取引と国際取引の違い

3 国際取引に特有な問題点

4 英米契約法の特徴

5 英文契約書の構成

6 英文契約書の各構成部分

7 契約の手順

◎各種英文契約書とその概要

8 国際売買契約

9 製造委託供給契約

10 代理店・販売店契約

11 ライセンス契約

12 共同開発契約

13 企業買収契約

14 合弁契約

15 秘密保持契約

16 オプション契約

第 2 章：英文契約書の読み方

17 英文契約書を読む技術

18 英文契約の構成を理解する

19 英文契約書の特殊な用語・用法の理解

20～21 必要最小限の英米契約法の知識①～②

22 英文契約書の一般的な文の構造の理解

23 英文契約書の一般条項

24～25 英文契約書の用語の注意点①～②

第 3 章：英文契約書のチェックの仕方

26 取引条件のチェック

27 実行可能か

28 不平等でないか

29 事情変更の場合どうなるのか

30 紛争になった場合どうなる

31～37 一般条項のチェックポイント①～⑦

第 4 章：英文契約書の書き方

38～40 英文契約書作成のポイント①～③

41 英文契約書の作成の手順①ドラフトの作成

42 英文契約書の作成の手順②契約書のチェック

43 その他の注意すべきポイント

Part2 ケースで学ぶ英文契約書

1 レター・オブ・インテント 2 秘密保持契約 3 国際売買契約 4 製造委託供給契約

5 販売店契約 6 ライセンス契約 7 共同開発契約 8 企業買収契約 9 合弁契約

付録

英文契約書の重要用語と用法

重複用語のリスト
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⑤

書籍名 英文契約書の基礎知識

著者 宮野準治、飯泉恵美子

出版 単行本（ソフトカバー）: 230 ページ

出版社: ジャパンタイムズ (1997/12/5)

言語 英語, 日本語

ISBN-10: 4789009041 ISBN-13: 978-4789009041
発売日： 1997/12/5

所感・備考

及び内容紹介

条項毎の解説が詳しい。各契約を構成する条項構成が参考になった。

チェックリストＷＧ作業のときは、この本を一番使用した(小林)。

日本人は本当に英文契約書の読み方が苦手だと著者は嘆く。しかし不得意だからといって、そのままに

はしておけない。ではどうするか。英文契約書をどう読みとるかというガイドラインをまず著者は示し

てくれる。そのうえで取引交渉の場で直面する具体的な問題点を指摘する。ここが実務担当者には特に

役に立つところだ。たとえばよく解釈に迷う「Letter of Intent」。自社の立場からどう読むべきかとい

う捉え方などは、従来の専門書では述べられていない点だろう。また、読み間違えれば致命的になりか

ねない数量、日時、期間といった数字に関連する表現の留意点一覧は、一読するだけでなく、いつも手

元において参照したい項目のひとつになりそうだ。本書は、専門家向けの書籍では難しいし、原則ばか

りで実務にはそぐわないと感じていた人に格好の本である。また、契約売買書、ライセンス契約書、合

弁会社契約書の実例も掲載されている。まずはこれらの契約書を読みとってみて、自分の英文契約書の

理解レベルを測ってみてはいかがだろう。（祐静子）

内容紹介

英文契約書によく使われる用語、表現の解説など、契約書の内容を正しく読みとるための実践的な知識

を網羅。海外取引担当者レベルに向けたわかりやすい解説。

目次 第 1 章 英文契約書の背景

第 2 章 契約書の英語

第 3 章 売買契約書

第 4 章 ライセンス契約書

第 5 章 合弁会社契約書
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⑥

書籍名 英文契約書の書き方 (日経文庫) [新書]

著者 山本孝夫

出版 新書: 206 ページ

出版社: 日本経済新聞社; 第 2 版 (2006/05)

ISBN-10: 4532111048 ISBN-13: 978-4532111045
発売日： 2006/05

所感・備考

及び内容紹介

前述⑤書籍の簡易版という印象。疑問点が発生した際の都度参照用に適している。

出版社/著者からの内容紹介

物品売買契約、サービス提供契約、販売店・代理店契約、秘密保持契約など、主要な契約の条項を題材に、

英文契約書を起草するときの考え方やポイントを紹介する入門書。法務・知財部門や弁護士など、英文契

約書を起草する人だけでなく、企画・営業・製造など現場の実務担当者でも活用できるよう、やさしく解

説する。すべての例文(101 例文)に対訳を加えた全面改訂版。

内容（「BOOK」データベースより）

現場で鍛えた実践例文 101。売買、サービス提供、販売店・代理店、秘密保持など、主要な契約の条項を

題材に、考え方やポイントを解説。すべての例文に対訳を加えて全面改定。

内容（「MARC」データベースより）

国際ビジネスに不可欠な英文契約書を書くための考え方・ポイントを、例文とその解説を通して紹介する

実践的な入門書。売買契約、サービス提供契約、販売店契約といった代表的な契約の主要条項など 101 例

文を収録。

カバーの折り返し

◆国際ビジネスに不可欠な英文契約書を書くための考え方・ポイントを、例文とその解説を通して紹介す

る実践的な入門書です。

◆さまざまな契約で共通して使われる一般条項と、物品売買契約、サービス提供契約、販売店・代理店契

約といった代表的な契約の主要条項、あわせて 101 例文を収録しました。

◆ 本書の例文は、著者の 30 年以上にわたる国際法務の実務経験に裏付けられた「生きた」ものばかり。

ビジネスシーンで狙いに応じて通用するスタイル・内容・表現です。

◆今回の改訂では、すべての例文に対訳を付し、近年関心が高まる秘密保持契約の項目を新設しました。

目次 Ⅰ 国際取引と契約書

1 国際取引と契約書

2 ドラフティングのための法律基礎知識

3 契約書作成の手順

Ⅱ ドラフティングの基本と契約書の共通条項

1 契約書の基本構造

2 フォーマルな契約書の書き方

Ⅲ 売買契約書の基本と主要条項

1 物品売買契約の特徴

2 基本的条件

3 特殊条項

Ⅳ 各種契約の特徴と主要条項

1 ライセンス契約

2 サービス提供契約

3 販売店・代理店契約

4 秘密保持契約
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⑦

書籍名 AUTM 技術移転実践マニュアル（全２巻）

著者 AUTM (編集), 大学技術移転協議会 (翻訳), 発明協会 (翻訳),

AUTM 技術移転実践マニュアル翻訳編集委員会 (翻訳)

出版 大型本

出版社: 東海大学出版会 (2006/03)

ISBN-10: 4486017188 ISBN-13: 978-4486017189
発売日： 2006/03

所感・備考

及び内容紹介 内容紹介

米国最大の技術移転・知財管理の実務者団体が編集した産学技術移転関係者必携のマニュアル本邦初全

訳。技術移転機関(TLO)におけるマネジメントや関連法規、ライセンス交渉など広範に解説。ポリシー・

契約書・様式のサンプルも豊富に提供する。

目次 ［第 1 巻］

第 1 部 産学技術移転に関する法令

第 1 章 知的財産の移転に関わる法令の変遷

第 2 章 バイドール法施行規則パート 401
・付属文書 A バイドール法(連邦法施行規則第 37 巻第 401 部)全文

・付属文書 B 政府機関に対する標準開示通知

・付属文書 C 権利選択の通知 ― ライセンス契約を含む

・付属文書 D 権利選択の暫定報告

・付属文書 E ライセンスと特許出願に関する選択通知

・付属文書 F 空軍ライセンスの事例

・付属文書 G 陸海軍ライセンスの事例

・付属文書 H DOE のライセンスの事例

・付属文書 I DOT のライセンスの事例

・付属文書 J NASA のライセンスの事例

・付属文書 K NIH のライセンスの事例

・付属文書 L NSF のライセンスの事例

・付属文書 M 支援機関への通知 実施の中止

・付属文書 N 特許出願の放棄一 ― 発明者への通知

・付属文書 0 特許の放棄 ― 発明者への通知

・付属文書 P 支援機関の通知 ― 特許発行:特許年金の不払い

・付属文書 Q 発明の利用レポート例

・付属文書 R 外部管理会社に関する政府機関への通知

・付属文書 S 研究責任者に対する発明開示通知

・付属文書 T MIT の事例

第 3 章 特許概論

第 2 部 技術移転機関の管理

第 1 章 ライセンシングの原則 大学の技術移転における学術との調和

第 2 章 技術ライセンシング 社会的､組織的､私的要因

第 3 章 広範な技術移転機関の管理(スタンフォード大学技術移転機関[TLO]のケース)
・付属文書 A 技術移転機関作業詳細

・付属文書 B スタンフォード大学技術移転機関業務詳細テクノロジー･ライセンシングアソシエイト I

・付属文書 C スタンフォード大学技術移転機関業務詳細テクノロジー･ライセンシングアソシエイトⅡ

・付属文書 D スタンフォード大学技術移転機関業務詳細テクノロジー･ライセンシングアソシエイトⅢ

・付属文書 E スタンフォード大学技術移転機関業務詳細ライセンシング部門Ⅰ-1A4（以前は B16）

・付属文書 F スタンフォード大学技術移転機関業務詳細ライセンシング部門Ⅱ-1A5 (以前は C-5)

・付属文筈 G ライセンシング部門Ⅲ

・付属文書 H 標準作業手順

第 4 章 技術移転データ管理

第 3 部 関連諸ポリシー

第 1 章 知的財産と創作物に関するポリシー

第 1-ⅰ章 知的財産ポリシー ― ブリガムヤング大学編

第 1-ⅱ章 知的財産ポリシー ― マサチューセッツ大学アマースト校編

第 2 章 コンピューターソフトウェア･ポリシー

第 3 章 著作権化が可能な資料とその他の知的財産に関するポリシー

第 4 章 利益相反ポリシー

第 4-ⅰ章 利益相反ポリシー ― コ-ネル大学編

第 4-ⅱ章 利益相反ポリシー ― ヴァンダービルト大学編

第 5 章 株式取得を伴う技術ライセンシングおよび関連する支援研究

第 6 章 コンサルティングポリシー
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・HHMI のコンサルティング･モデル契約

第 7 章 有形研究資産ポリシー

第 4 部 知的財産 無形および有形資産

第 1 章 特許顧問弁護士の選択と活用

第 2 章 無形資産

第 2-ⅰ章 アメリカにおける特許出願

第 2-ⅱ章 国際的特許保護に対する手引き

第 2-ⅲ章 著作権
・付属文書 A 目次 米国著作権局の申請用紙および回覧

・付属文書 B 職務著作物と見なされる委託業務とするための契約書の文例

職務著作物と見なされない委託業務とするための契約書の文例

第 2-ⅳ華 商標

第 2-ⅴ章 ノウハウ

第 3 章 有形資産

第 3-ⅰ章 マスクワーク

第 3-ⅱ章 特許化されていない有形資産 バイオ試料

第 3-ⅱs 章 副教材｢バイオテクノロジーのライセンス｣

第 3-ⅲ章 大学の研究を通じて開発された植物の保護とライセンス

第 3-ⅳ章 大学における植物知的財産移転メカニズム

第 3-ⅴ章 大学で開発されたソフトウェアの保護と商品化

第 5 部 発明者

第 1 章 潜在的な発明者の発掘と良好な顧客(発明者)関係の維持
・付属文書 A 発明と技術移転

・付属文書 B 大学研究者のための特許法基礎

第 2 章 技術移転の過程における発明者の役割

第 3 章 特許を求める発明者がその発明を一般公開する際に注意すべきこと

第 6 部 発明開示の請求と評価

第 1 章 発明の譲渡

第 1-ⅰ章 発明者適格要件の確定
・付属文書 A (発明開示様式の見本)

・付属文書 B 発明開示様式

第 1-ⅱ章 大学発明の所有
・付属文書 A 発明譲渡契約

第 1-ⅲ章 知的財産譲渡契約の作成
・付属文書 A 知的財産譲渡契約書

第 2 章 発明の文書化

第 3 章 発明開示
・付属文書 A ブラウン大学発明開示様式

・付属文書 B イリノイ大学アーバナ･シャンペイン枚

・付属文書 C ノースウェスタン大学

・付属文書 D 発明者適格要件の確定

第 4 章 発明の評価

第 5 章 発明者への知的財産権の返却
・付属文書 A 連邦政府の契約担当官への書簡見本

・付属文書 B 発明の権利返却契約

第 7 部 マーケテイング

第 1 章 商業化への誘導 ― 利益を生むための仲介

第 2 章 知的財産の譲渡
・付属文書 マーケテイング戦略

第 3 章 的確なライセンス企業の選別

第 4 章 技術マーケテイングのための体系的アプローチ
・ステップ 1､付属文書 A なぜ発明者であるあなたにマーケテイングについて質問するのか？

・ステップ 1､付属文書 B マーケティングアンケート

・ステップ 1､付属文書 C 市場の要約データ

・ステップ 1､付属文菩 D 発明者に対するインタビューのための質問例

・ステップ 1､付属文書 E 開示文書(NCO : Non-confidendal disclosure)の作成

・ステップ 2､付属文書 A コンピューター検索に必要な機器

・ステップ 2､付属文書 B 簡易検索戦略のためのワークシート

・ステップ 2､付属文書 C 中核となる情報入手先と価格について

・ステップ 3､付属文書 A 有力候補企業優先順位付ワークシート

・ステップ 4､付属文書 A 連絡先担当者を識別するためのガイドライン

・ステップ 4､付属文書 B 電話による取引勧誘の例

・ステップ 4､付属文書 C ｢相手に理解させるべきポイント｣のためのチェックリスト

・ステップ 4､付属文書 D リアクション･データシート
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・ステップ 4､付属文書 E フォローアップの手紙の例文

・ステップ 4､付属文書 F 再評価ガイドライン

［第 2 巻］

第 8 部 ライセンス

第 1 章 ライセンス契約の分析

第 2 章 ライセンス契約に関するチェックリスト

第 3 章 バイオと医薬品のライセンス契約のためのチェックリスト案

第 4 章 ライセンス契約のモニタリング
・付属文書 A ライセンス契約書の付録の書式サンプル

・付属文書 B ライセンス契約書の付録の書式サンプル

・付属文書 C ライセンス契約書の付録の書式サンプル

・付属文書 D ライセンス契約書の内部向け用要約

第 5 章 ライセンス契約にかかるロイヤルティ監査
・付属文書 A ライセシシーに送付する自己監査のチェックリストの例

・付属文書 B ライセンス契約付表 様式例

第 9 部 ライセンシングと譲渡戦略

第 1 章 産学間ライセンスにおいて相互にプラスをもたらす交渉のためのタームシート
・ライセンス契約のためのタームシート ウエルミーニング大学編

第 2 章 統一バイオ試料移転契約
・付属文書 A 統一バイオ試料移転契約の使用にかかる主契約書

・統一バイオ試料移転契約書

・付属文書 B UBMTA 実施文書

・付属文書 C 権利化されていないバイオ試料の移転に関する単純文書契約書(原型)

・付属文書 D 産業界から非営利への統一バイオ試料移転契約書(UBMTA)草稿

・付属文書 E 研究試料の移転のための単純文書契約書(新様式)

第 3 章 バイオ医学分野における研究試料の共有 NIH 研究助成金受給契約における NIH の方針とガ

イドライン
・付属文書 A バイオ医学研究試料の共有 NIH 研究助成金受給機関のための方針とガイドライン

・バイオ医学研究試料の共有:研究助成金受給機関のための方針とガイドライン

・NIH 支援研究に使用する研究試料取得のガイドライン

第 4 章 特定利用分野に対するライセンシング

第 5 章 トランスジェニックマウスのライセンス 簡単な手引き
・付属文書 A 営利企業向け有形物ライセンス契約

第 6 章 大学間における共同発明の管理
・付属文書 A 特許共有契約書

・付属文書 B 特許の機関共有にかかる契約善

第 7 章 補足試料｢DNA クローニング技術のライセンス｣ (スタンフォードの経験から)

第 10 部 価値評価

第 1 章 ロイヤルティ､価値評価、財政上の考慮

第 2 章 アーリーステージの技術に対する知的財産権の価格設定、基本的な評価手法および留意点

第 3 章 ライセンス条件の設定にあたって参考になる情報源

第 11 部 技術移転に関係する各種契約

第 1 章 秘密保持契約

第 1-ⅰ章 秘密契約書
・スタンフォード大学編

第 1-ⅱ章 秘密保持契約書
・スタンフォード大学編

第 2 章 スタンドスティル契約

第 2-ⅰ章 スタンドスティル契約の概要

第 2-ⅱ章 スタンドスティル契約書
・ウィスコンシン大学同窓会研究財団編

第 3 章 オプション契約

第 3-ⅰ章 オプション契約の概要

第 3-ⅱ章 オプション契約書
・ハーバード大学編

第 3-ⅲ章 オプション契約書
・マサチューセッツ工科大学大学編

第 4 章 独占的ライセンス契約

第 4-ⅰ章 特許権が付与されたバイオ試料に関わる独占的ライセンス契約書
・ハーバード大学編

第 4-ⅱ章 独占的特許ライセンス契約書
・マサチューセッツ工科大学大学編

第 4-ⅲ章 公共医療に関わる独占的特許ライセンス契約書
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・国立衛生研究所技術移転部編

第 5 章 通常実施契約

第 5-ⅰ章 特許権が付与されていないバイオ試料に関わる通常実施契約書
・スタンフォード大学編

第 5-ⅱ章 特許権が付与されたものに関わる通常実施契約書
・スタンフォード大学編

第 6 章 ソフトウェアライセンス契約の概要および契約書見本
･付属文書 A ベータテスト及び秘密保持契約書

･付属文書 B 評価契約書

･付属文書 C フィールドテスト･ライセンス契約書

･付属文書 D ソフトウェア開発契約書

･付属文書 E 知的財産権契約書

･付属文書 F ソフトウェア頒布契約書

･付属文書 G ソフトウェア修正､ライセンス及びマーケテイング契約書

･付属文書 H 国際販売代理店契約書

･付属文書 I ソースコード･ライセンス同意書

･付属文書 J ソフトウェア発行契約書

･付属文書 K 付加価値再販売業者契約書

･付属文書 L エンドユーザー･ライセンス契約書

･付属文書 M ソフトウェアライセンス(単純エンドユーザー･ライセンス)契約書

･付属文書 N 多数使用プログラムライセンス契約書

･付属文書 0 プログラムライセンス契約書

･付属文書 p ライセンス信託形式に関する契約書(レベル 1 エスクロ一･リリース･イベント）

第 12 部 大学発ベンチャーと関連話題

第 1 章 大学発ベンチャーとエクイティ株式手引き

第 2 章 勝利の戦略 技術の商業化とビジネスインキュベーター
・技術系インキュベーターのプロフィール

第 13 部 複雑な問題

第 1 章 データの帰属と留保

第 2 章 利益相反と技術移転

第 3 章 守秘義務契約と大学

第 4 章 ロイヤルティ配分契約
・付属文書 A 特許収入分配のための発明者契約

・付属文書 B 発明管理契約

第 14 部 特別な諸問題

第 1 章 カナダの大学と研究機関の技術移転実務 カナダはアメリカとどのように異なるのか

第 2 章 連邦研究所と仕事をすること

第 3 章 共同研究開発契約(CRADAs)

第 4 章 FDA と技術移転

第 15 部 法的側面

第 1 章 バイオテクノロジー特許のライセンスに関連した有形資産の取扱い

第 2 章 ライセンシーの破産

第 3 章 知的財産の管理

第 4 章 訴訟に代わる紛争解決手段(裁判外紛争処理)

第 5 章 発明の特許性と､特許権の侵害､有効性および権利行使に関わる鑑定

第 6 章 技術移転の輸出規制とプロセス
・Q&A EAR を受ける技術とソフトウェア

第 7 章 知的財産保護－用語集

第 16 部 付録

付録 A 事例研究－技術移転講習会のための教育資料として

付録 B 委託研究契約書見本

第 B-ⅰ章 委託研究契約書見本
・ハーバード大学編

第 B-ⅱ章 委託研究契約書見本
・マサチューセッツ工科大学編

第 B-ⅲ章 産学による共同研究
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⑧

書籍名 共同研究・開発の契約と実務－その交渉技術と契約・運用の実際－

著者 中島憲三

出版 単行本: 314 ページ

出版社: 民事法研究会; 第 2 版 (2006/11)

ISBN-10: 4896283473 ISBN-13: 978-4896283471
発売日： 2006/11

所感・備考

及び内容紹介 出版社/著者からの内容紹介

メディア掲載レビューほか

コストを圧縮しやすいことから増加する共同研究や共同開発。契約のポイントを事例も交えて詳細に解説

する

技術の高度化にともなって,技術研究や商品開発に必要なコストは増加するばかりだ。特に,医薬品業界で

は,世界でも有数の巨大企業でさえ,自社の独自技術だけで研究・開発を進めることは困難な時代になって

いる。ヒト,モノ,カネの経営資源をリスクを低減し,効率的に投入するためにも,共同研究や共同開発が避け

て通れない。その際に,どのような契約を結べばいいのか。また,注意すべきポイントは何か。実際に大手

製薬会社に勤務し,法務や契約に携わってきた著者が,こうしたことを具体的に解説していく。

欧米企業との契約も視野に入れ,英文契約書の例文も豊富に掲載した。本書は医薬品会社のケースを基に書

かれているが,他の業種でも応用できる内容になっている。今後は,日本の情報通信(IT)関連企業なども,欧

米企業との共同開発が増えるだろう。契約社会の中で戦っている欧米企業との契約実務で手を抜くと,思わ

ぬトラブルに発展しかねない。大企業はもとより,法務担当者がいないベンチャー企業にも参考になる。

(ブックレビュー社)(Copyright©2000 ブックレビュー社.All rights reserved.)

内容（「BOOK」データベースより）

多様な契約書の具体例を示しつつ、交渉から契約書の作成、法的問題点、運用の実際まで詳解した唯一の

実践的手引書!法律的な側面と技術的な側面とともに、契約上の諸問題に精通するためのノウハウを開示。

内容（「MARC」データベースより）

多様な契約書の具体例を示しつつ、交渉から契約書の作成、法的問題点、運用の実際まで詳解した実践的

手引書。法律的な側面と技術的な側面とともに、契約上の諸問題に精通するためのノウハウを開示する。

目次 共同研究・開発の態様・類型

共同研究・開発の目的・対象

共同研究・開発に関する契約書の締結までのプロセス

当事者の保証(warranty)または表明(representation)

業務の分担

当事者間の意思決定の方法

費用の分担

第三者への業務委託

データの交換・開示

共同研究・開発の成果の利用〔ほか〕
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⑨

書籍名 技術者のためのライセンスと共同研究の留意点

著者 並川啓志

出版 単行本: 178 ページ

出版社: 発明協会; 改訂版 (2001/02)

ISBN-10: 4827104506 ISBN-13: 978-4827104509
発売日： 2001/02

所感・備考

及び内容紹介 内容（「BOOK」データベースより）

技術系の方々が他企業とのライセンス契約、ノウハウ契約及び共同研究契約の交渉に入る際の留意点を、

実務者の立場から、契約書の例、事例集及びチェックリストまで含めて、分かり易く具体的に解説した実

務書です。

内容（「MARC」データベースより）

技術者やプロジェクト担当者が他社とライセンス契約や共同研究契約を締結する際の留意点についてま

とめる。秘密保持、改良技術、独占ライセンス、特許保証、共同研究等について加筆した、2001 年刊改

訂版に続く第 3 版。

目次 第 1 編 技術者のためのライセンス交渉の留意点(契約当事者

ライセンスの対象物

ライセンスされる権利の内容 ほか)

第 2 編 ノウハウ管理の留意点(ノウハウとは

ノウハウの記録

特許化 ほか)

第 3 編 共同研究の留意点(共同研究における立場の相違

共同研究の相手の選び方

共同研究範囲、業務分担及び研究項目 ほか)

参考資料
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⑩

書籍名 新版 国際契約交渉のキーポイント

著者 中村秀雄

出版 単行本: 300 ページ

出版社: 商事法務研究会; 新版 (1998/01)

ISBN-10: 4785707852 ISBN-13: 978-4785707859
発売日： 1998/01

所感・備考

及び内容紹介 内容（「MARC」データベースより）

「沈黙が最も有効な交渉法」「契約英語はゆっくり喋れば上手に話せる」「弁護士の使い方」など、著者が

25 年の経験から語る国際契約交渉の全テクニック。英文契約書の交渉を誰にでも可能にしたテキスト。

目次 1 はじめ

2 交渉の場所

3 交渉の当事者(日本側)

4 正しい交渉の相手方

5 会話の語法、進め方

6 交渉のスタート

7 中盤戦の進め方

8 交渉の潤滑剤

9 最後のまとめに向けて

10 署名式(Signing Ceremony)の実際

11 国際契約交渉成功のためのキーポイント
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⑪

書籍名 新版 英文契約書作成のキーポイント

著者 中村秀雄

出版 単行本: 345 ページ

出版社: 商事法務研究会; 新版 (1987/10)

ISBN-10: 4785704004 ISBN-13: 978-4785704001
発売日： 1987/10

＜新訂版＞

単行本: 374 ページ

出版社: 商事法務; 新訂版 (2006/02)

ISBN-10: 4785712902 ISBN-13: 978-4785712907
発売日： 2006/02

所感・備考

及び内容紹介 ＜新訂版＞

内容（「MARC」データベースより）

英文契約書作成の実務に携わる人たちに向けて、日本語翻訳 8 つのポイント、契約条項をどう組み立てる

か、多用される語句や表現、定義の作り方などを解説。短期間で契約書設計の考え方と技術が身につくテ

キスト。

目次 完全な契約書の必要性

契約書の英語

契約書英語の語彙

国による語彙の違い

契約英文作成にあたっての日本語翻訳八つのポイント

契約書に多用される語句

数字、日付、期間など数に関する表現

定義の作り方

大文字、小文字、引用符、下線の使い方

リファレンス(引用)の方法

契約書の構成法

条項の分け方

契約書の体裁

＜新訂版＞

完全な契約書の必要性

契約書の英語

契約書英語の語彙

契約英文作成にあたっての日本語翻訳 8 つのポイント

契約条項をどう組み立てるか

契約書に多用される語句

数字、日付、期間など数に関する表現

定義の作り方

大文字、小文字、引用符(“”)、下線(_)の使い方

リファレンス(引用)の方法

契約書の構成法

条項の分け方

契約書の体裁
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⑫

書籍名 国際取引法と契約実務

著者 牧野和夫、川村寛治、飯田浩司 2003 年

出版 ＜2003＞

単行本: 315 ページ

出版社: 中央経済社 (2003/02)

ISBN-10: 4502904503 ISBN-13: 978-4502904509
発売日： 2003/02

＜2008＞

単行本: 346 ページ

出版社: 中央経済社; 第 2 版 (2008/02)

ISBN-10: 4502963208 ISBN-13: 978-4502963209
発売日： 2008/02

所感・備考

及び内容紹介 ＜2003＞＜2008＞

内容（「BOOK」データベースより）

国際取引法の基礎概念と国際契約の実務を 2 編構成により 1 冊に集約!第 1 編では、複雑で広範に亘る国

際取引法をやさしく手ほどき。実務上頻繁に行われる国際取引を厳選し、その内容から問題点・リスクを

解説し、さらにその対応策も示唆します。第 2 編では、個々の取引によって個別に作成される国際契約の

中から、実務上頻繁に取り交わされる主要な条項を厳選して収録。英文・日本語訳の同時掲載により、契

約書の正しい書き方を取得できます。

内容（「MARC」データベースより）

国際取引法の基礎概念と国際契約の条項解説を集約。複雑で広範に亘る国際取引法をやさしく解説、実務

上頻繁に直面する問題点やリスクを中心に編纂し対応策を示唆。初学者・実務家双方にとって恰好の入門

書。

目次 ＜2003＞

第 1 編 国際取引の基礎知識(国際取引法の枠組み

国際契約

国際取引と知的財産権訴訟

国際取引と製造物責任訴訟(PL)

国際取引と紛争処理 ほか)

第 2 編 国際契約の実際(国際契約の概要

国際売買契約

国際販売代理店契約

国際運送契約

国際ライセンス契約 ほか)

＜2008＞

第 1 編 国際取引の基礎知識(国際取引法の枠組み

国際契約

国際取引と知的財産権訴訟

国際取引と製造物責任訴訟(PL)

国際取引と紛争処理

国際的企業買収

国際取引と企業法務)

第 2 編 国際契約の実際(国際契約の概要

国際売買契約

国際販売代理店契約

国際運送契約

国際ライセンス契約

国際共同開発契約

国際合弁契約

国際企業買収契約

国際秘密保持契約)
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⑬

書籍名 国際的産学官連携推進のための共同研究契約のあり方

著者・出版 国立大学法人電気通信大学

知的財産本部 2007 年

所感・備考

及び内容紹介

文部科学省報告書(H18 年度) http://www.ip.uec.ac.jp/ipo/archive/report_18.html

目次
平成 18 年度 文部科学省「大学知的財産本部整備事業」

21 世紀型産学官連携手法の構築に係るモデルプログラム

「国際的産学官連携推進のための共同研究のあり方」

はじめに

第 1 章 概要

第 2 章 共同研究契約に係る海外各国の法令とその注意点

第 3 章 国際的共同研究契約・受託研究契約書の問題点

第 4 章 電気通信大学英文共同研究契約サンプル

おわりに

「柔軟且つ迅速に契約交渉を行うための共同研究契約モデル」

はじめに

第 1 章 概要

第 2 章 柔軟且つ迅速に契約交渉を行うための共同研究契約

第 3 章 柔軟且つ迅速に契約交渉を行うための共同研究契約モデル

第 4 章 共同研究契約における知的財産権以外の条項

第 5 章 アンケート・ヒヤリング・研究会・研修会

おわりに
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⑭

書籍名 法律英語の基礎知識

著者 早川武夫、椙山敬士

出版 単行本: 347 ページ

出版社: 商事法務; 増補版 (2005/10)

ISBN-10: 4785712686 ISBN-13: 978-4785712686
発売日： 2005/10

所感・備考

及び内容紹介 内容（「MARC」データベースより）

英米法律語を歴史的、制度的、言語的背景の中で解説し、若干の英語の高等常識も紹介。中核となる理論

編と、契約や判例などを素材とした実践編の他に、自己の人生を語った「頑張れ、諸君!」を収録。

目次 第 1 編 理論編(開講の辞

法律語

特殊な意味の語句

一見やさしい語句 ほか)

第 2 編 実践編(英文契約

英文契約等でよく使われるが、慣れないと意味が取れない言葉―subject to と otherwise

知的財産判例(1)著作権に関する Feist 判決

知的財産判例(2)特許権に関する Festo 判決)

⑮

書籍名 英米法辞典

著者 田中英夫(編集)

出版 単行本（ソフトカバー）: 1025 ページ

出版社: 東京大学出版会 (1991/5/10)

言語 日本語

ISBN-10: 4130311395 ISBN-13: 978-4130311397
発売日： 1991/5/10

所感・備考

及び内容紹介 出版社/著者からの内容紹介

英米の法および文化・歴史の理解に必須のバイブル。交流・取引実務にも有益。わが国で初めての本格的

英米法辞典。

内容（「BOOK」データベースより）

英米法の理解に必須の言葉および法律関係の文献によく使われる一般的な言葉を採録。13000 項目。クロ

ス・レファレンスを徹底し、項目相互間の有機的な関連を明示。和英法律用語索引、人名項目のほか付録

を充実―裁判所構成図・行政機構図・合衆国最高裁判所裁判官一覧等。

⑯

書籍名 BLACK’S LAW DICTIONARY

著者 Bryan A. Garner 2006 年

出版 ハードカバー: 1920 ページ

出版社: West Group; 9 版 (2009/6/25)

言語 英語, 英語, 英語

ISBN-10: 0314199497 ISBN-13: 978-0314199492
発売日： 2009/6/25

所感・備考

及び内容紹介

用語定義を行う際に、引用にて使用される頻度が多い法律用語辞典。

20121217 現在
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７．反社会的勢力排除条項・条文例

反社会的勢力による被害を防止するための、排除条項・条文例を紹介する。
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2012 年 10 月 26 日

反社会的勢力排除条項・条文例

UCIP 法務調査研究部門

UCIP 法務調査研究部門では、平成２５年８月から１０月にかけて反社会的勢力排除条項の実態

について調査した。以下では、その調査結果の一部を報告する。

１. 反社会的勢力排除条項とは

反社会的勢力排除条項の概要については、以下の web サイトを参照されたい。

■参考 URL

２. 反社会的勢力排除条項条文例

①公的機関

（契約の解除等）

第＊条 甲は、次の各号のいずれかの事情が生じたときには本契約を解除することができるもの

とする。

（１）乙が本契約に違反したとき、及び甲の信用を失墜する行為をしたとき

（２）乙の委託業務の処理が不適当と甲が認めたとき。

（３）乙がこの契約を履行することができないと甲が認めたとき。

（４）自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれかに該当する者であることが判明したとき、

又は次の各号に掲げる者が、その経営に実質的に関与していることが判明したとき。

ア 暴力団（暴力団による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下に同じ。）

イ 暴力団員（同法第＊条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）

ウ 自己、自社若しくは第三者に不正に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力

団員を利用するなどした者

エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的

若しくは積極的に暴力団の維持・運営に協力し、又は関与している者

オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

機関名 内容・URL

法 務 省
企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針について
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji42.html

大阪市立大学(※)
暴力団排除対策（誓約書など）
http://www.osaka-cu.ac.jp/ja/about/bid_information/bid/reference/bouryokudan

早稲田大学
産学官研究推進センター（共同研究契約書雛型、第 27 条）
http://www.waseda.jp/tlo/jpn/collaboration/procedures/joint.html

(社)日本建設業連

合会

「暴力団排除条項に関する参考例(ひな型)」の策定について（ひな型、解説）
http://www.nikkenren.com/about/haijo.html

新潟県警察
暴力団排除条例ひな型（業種別契約条項例・誓約書例）
http://www.police.pref.niigata.jp/osirase/bouhaijourei/hinagata.html
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カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が上記

アからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結した

者

②公的機関

（反社会的勢力の排除）

第＊条 乙は、乙自身、乙の役員、使用人及び研究者等が、本契約締結日現在、次の各号のいず

れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。

(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年 5 月 15 日法律第 77 号。

以下「暴対法」という。）第＊条第 2 号に定義される暴力団

(2)暴対法第 2 条第 6 号に定義される暴力団員

(3)暴力団準構成員

(4)暴力団関係企業

(5)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等

(6)その他前号に準ずる者

2 乙は、いかなる場合においても、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を

行わないことを確約する。

(1)暴力的な要求行為

(2)法的な責任を超えた不当な要求行為

(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて甲の信用を毀損し、又は甲の業務を妨

害する行為

(5)その他前各号に準ずる行為

③公的機関

（属性要件に基づく契約解除）

第＊条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契

約を解除することができる。

一 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である場

合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者団体である

場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。）が暴力団（暴力団員

による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第２号に規定する暴

力団をいう。以下同じ）又は暴力団員（同法第＊条第６号に規定する暴力団員をいう。以下

同じ）であるとき

二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加え

る目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき

三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接

的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき

四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしてい

るとき

五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
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（行為要件に基づく契約解除）

第＊条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何

らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

一 暴力的な要求行為

二 法的な責任を超えた不当な要求行為

三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

四 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為

五 その他前各号に準ずる行為

（下請負契約等に関する契約解除）

第＊条 乙は、契約後に下請負人等が、第＊条及び第＊条の規定に基づく解除対象者であること

が判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解

除させるようにしなければならない。

２ 甲は、乙が下請負人等が、第＊条及び第＊条の規定に基づく解除対象者であることを知りな

がら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規

定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除さえる

ための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。

（損害賠償）

第＊条 甲は、第＊条、第＊条及び前条第２項の規定により本契約を解除した場合は、これによ

り乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。

２ 乙は、甲が第＊条、第＊条及び前条第２項の規定により本契約を解除した場合において、甲

に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。

（不当介入に関する通報・報告）

第＊条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力か

ら不当要求又は業務妨害等の不当介入（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、これを拒

否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報

告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。

④公的機関

「談合合等の不正行為及び暴力団の関与に関する特約条項」

（暴力団関与の場合の属性要件に基づく契約解除）

第＊条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約

を解除することができる。

（１）法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である

場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体で

ある場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が、

暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条

第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴

力団員をいう。以下同じ。）であるとき

（２）役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加

える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき

（３）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直

̶ 241 ̶



4

接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき

（４）役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどして

いるとき

（５）役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき

（暴力団関与の場合の行為要件に基づく契約解除）

第＊条甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、

何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

（１）暴力的な要求行為

（２）法的な責任を超えた不当な要求行為

（３）取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

（４）偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為

（５）その他前各号に準ずる行為

（暴力団が関与していない旨の表明確約）

第＊条乙は、第＊条の各号及び第＊条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来に

わたっても該当しないことを確約する。

（暴力団関与の場合の損害賠償）

第＊条甲は、第＊条又は第＊条の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損

害について、何ら賠償又は補償することを要しない。

２ 乙は、甲が第＊条又は第＊条の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じた

ときは、その損害を賠償するものとする。

（暴力団関与の場合の不当介入に関する通報・報告）

第＊条乙は、自らが、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から

不当要求又は業務妨害等の不当介を受けた場合は、これを拒否するとともに、速やかに当該不

当介入の事実を甲に報告し、かつ、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。

⑤某機関

（反社会的勢力との関係排除等）

第＊条 甲及び乙は、自己、自己の役員（名称の如何を問わず、経営及び事業に支配力を有する者

をいう。）若しくは業務従事者が、次の各号の一つにも該当しないことを誓約する。

(1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者、暴力団準構成員、暴

力団関係企業・団体、総会屋、社会運動・政治活動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他

これらに準ずる反社会的勢力（以下、これらを総称して「反社会的勢力」という。）であること。

(2) 反社会的勢力が出資、融資、取引その他の関係を通じて、自己の事業活動に支配的な影響力

を有すること。

(3) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。

(4) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に危害を加える目的をもっ

てするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。

(5) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与していると認められる関係を有する

こと。

(6) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。

2 甲及び乙は、本契約の履行が反社会的勢力の運営に資することがないこと、又はその活動を助
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長するおそれがないことを誓約する。

3 甲及び乙は、次の各号に該当する事項を行わないものとする。

(1) 反社会的勢力を利用し、又は反社会的勢力に対して資金、便宜の提供若しくは出資等の関与

をする等、反社会的勢力と関係を持つこと。

(2) 自ら若しくは業務従事者又は第三者を利用して以下の行為を行うこと。

①詐術、暴力的行為又は脅迫的言辞を用いるなどすること。

②事実に反し、自らが反社会的勢力である旨を伝え、又は関係団体若しくは関係者が反社会的勢

力である旨を伝えるなどすること。

③相手方の名誉や信用等を毀損し、又は毀損するおそれのある行為をすること。

④相手方の業務を妨害し、又は妨害するおそれのある行為をすること。

4 甲又は乙は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、本契約を解除

することができるものとする。この場合、甲又は乙は相手方に対して、その名目の如何を問わず、

金員の支払その他経済的利益の提供の義務を負担しないものとする。

⑥某機関

覚 書［例］：

国立大学法人＊＊＊大学（以下「甲」という）と株式会社＊＊＊＊（以下「乙」という）は、甲

乙間で平成＊＊年＊月＊＊日に締結した「＊＊契約書」 （以下「原契約」という）に関し、以

下のとおり覚書を締結する。

第＊条（条項の追加）

甲及び乙は、原契約に以下の条文を付け加えるものとする。

第＊条（反社会的勢力排除）

甲及び乙は、相手方が次の各号の いずれかに該当すると認めたときは、何らの通知、催告を

行うことなく、直ちに本契約及び個別契約の全部又は一部を解除することができる。

(1) 暴力団、暴力団員、暴力団員で＊＊＊＊＊（以下１０項目は略）

⑦某企業

第＊＊条（反社会的勢力の排除）

１．甲および乙は、自らまたは自らの役員が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から＊

年間を経過しない者またはこれと密接な関係を有する者に該当しないことを表明し、将来にわた

って該当しないことを確約し、相手方がこれに違反した場合は何らの通知、催告を要せず即時に

本協定を解除できるものとする。

２．甲および乙は、前項の規定により本協定を解除した場合、相手方に損害が生じても、これを

賠償する責を負わないものとする。

⑧某団体・受託研究契約

（暴力団等の排除）

第＊条 甲及び乙は、現在及び将来において、次の事項について表明し保証する。

(1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者、暴力団準構成員、暴

力団関係団体・関係者、またはその他の反社会的勢力に該当する者（以下、「暴力団等」という）

ではないこと
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(2) 暴力団等が、その名目を問わず資金提供や出資を行い、その事業活動を支配するものではな

いこと

(3) 甲又は乙の事業を支配する者または事業を監査する者が暴力団等ではないこと

(4) 暴力団等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するものではないこと

２．甲又は乙が前項各号に違反する場合、あるいは甲又は乙（それらの役職員を含む）が次の各

号に該当した場合には、当該甲又は乙の一切の債務は当然に期限の利益を失い、相手方の請求に

応ずるものとし、かつ相手方はこの契約又はこの契約に付随する契約、覚書その他合意の全部も

しくは一部を解除することができる。

(1) 自ら又は第三者を利用して、相手方に対して、詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いた

場合

(2) 相手方に対して、自らが暴力団等である旨を伝え、又は関係団体もしくは関係者が暴力団等

である旨を伝えた場合

以上
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８．UCIP の国際マーケティング活動の紹介

UCIP の、特許パッケージ化、国内外の展示会出展、グローバル企業や海外協力機関との

連携、HP・メルマガ等を活用した情報発信を通した、国際マーケティング活動についてそ

の手法を紹介する。
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９．出展実績に基づく海外イベント出展ノウハウ

UCIP 会員大学の技術を海外の展示会で展示した経験をもとに得られたノウハウやアド

バイス等を紹介する。
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2012 年 12 月公開

出展実績に基づく海外イベント出展ノウハウ

はじめに

国際・大学知財本部コンソーシアム（以下「UCIP」）では、加盟大学の技術の海外展開を目

的とし、事業実施期間中に数回、海外展示会に出展を行いました。

その際、現地の展示会事務局と直接交渉を行うことなどにより、得られたノウハウや、出展

効果を上げるためのアドバイス等を、ここに紹介いたします。

主に大学が、直接海外イベントに出展申し込みをする際や、ポスター作製等の出展準備を

行なう際に、出展に慣れている機関にとっては冗長な情報もあるかと思われますが、ご参考に

して頂ければ幸いです。

＜＜目次＞＞

１．出展した海外イベントの概要 ················································P2

２．日本と異なる点、イベント事務局とのやり取り ··············P5

３．出展準備························································································P5

①ブースレイアウト········································································P5

②情報登録、他の参加者への事前 PR 方法 ···················P7

③ポスター、資料の作製 ····························································P8

④機器、サンプル等の展示 ··················································· P10

４．展示期間中················································································ P10

５．事後フォロー·············································································· P11
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１．出展した海外イベントの概要

※JETRO や他のイベント会社を介して申し込みしたイベントは除く。

期 間 イベント名 場 所 分 野

2011.2.28-3.2 AUTM 2011 Annual Meeting 米国ラスベガス 指定なし

2011.3.14-17 Pittcon2011 米国アトランタ 分析・計測機器関連

2011.6.27-30 2011BIO International Convention 米国ワシントン DC バイオ関連

2012.3.14-17 AUTM 2011 Annual Meeting 米国アナハイム 指定なし

2012.6.18-21 2012BIO International Convention 米国ボストン バイオ関連

① AUTM Annual Meeting

 出展概要

出展大学 ブース数 経 費（※）

2011
山梨・新潟

（計 2 大学）

1 小間

10’x10’

・出展料 1,700 ドル

・レンタル備品 830 ドル（テーブル、イス、掲示板）

・電気代 112 ドル（PC 用）

→ 合計 2,642 ドル

2012

山梨・新潟・静岡・

芝浦工業・神戸・

信州・千葉・埼玉

（計 8 大学）

2 小間

20’x10’

・出展料 3,500 ドル

・レンタル備品 1,250 ドル（テーブル、イス、カタログスタンド）

・電気代 155 ドル（PC 用）

→ 合計 4,905 ドル

※その他、参加料が 1 人 410～975 ドルかかる（1 小間につき 1 人は無料）

 所感

AUTM は他のイベントに比べて企業関係者の来場は少ないため、人脈形成や情報収集が主な

目的となる。2011 年は UCIP 単独で出展するほぼ初めての海外イベントとなったが、各国の産学

連携関係者に対してUCIPのプレゼンスを上げることが出来た。2012年はブースの広さを2倍にし、

出展大学も 8 大学になったところ、よりアピール力が増して多くの交流が出来た。経費は高くなる

が、それ以上に、広いブースで出展することのメリットを感じた。

 出展おすすめ度 ★★★☆☆

機関のプレゼンス UP が目的であれば、情報交換やネットワーク作りにも役立ちおすすめ

̶ 260 ̶



3

② Pittcon

 出展概要

出展大学 ブース数 経 費（※）

2011
山梨・新潟

（計 2 大学）

1 小間

10’x10’

・出展料 2,300 ドル

・レンタル備品 941 ドル（テーブル、イス、カーペット、掲示板）

・電気代 116 ドル（PC 用）

→ 合計 3,357 ドル

※1 小間につきブーススタッフ 4 名、ゲスト 4 名は無料で登録可能

 所感

Pittcon は世界最大級の計測・分析機器見本市であり、企業が完成品を展示し、それを実験器

具や部品として利用する顧客を開拓するためのイベントである。展示に慣れた企業（グローバル

企業からベンチャーまで）が人目を引く展示、大々的な装飾の展示を行っている中、大学がポスタ

ーと配布資料のみでブース出展するのはやや場違いのような印象を受けた。イベントの来場者は

約 17,000 人だが、UCIP ブースで名刺交換した数は 14 名と低迷。今後は、より展示の目的を明確

に示すこと（例えば、共同研究相手を探している等）、紙だけでなく現物を展示し、来場者を立ち止

まらせる工夫をすること、事前に他の参加者へPRすること等の必要性を実感した。

 出展おすすめ度 ★☆☆☆☆

分野が合致し、具体的に機器の展示・デモンストレーションができるレベルであれば出展の価値

はあるが、基礎研究段階ではかなり厳しい。

③ BIO International Convention

 出展概要

出展大学 ブース数 経 費（※）

2011
山梨・新潟

（計 2 大学）

1 小間

10’x10’

・出展料 4,400 ドル

・レンタル備品 676 ドル（テーブル、イス、カーペット）

・電気代 92 ドル（PC 用）

→ 合計 5,168 ドル

2012

山梨・新潟・

新潟薬科・埼玉

（計 4 大学）

2 小間

20’x10’

・出展料 8,800 ドル

・レンタル備品 1,768 ドル（テーブル、イス、カーペット、カタログスタンド）

・電気代 119 ドル（PC 用）

→ 合計 10,687 ドル

※1 小間につきブーススタッフ 6 名は無料で登録可能。それ以上は参加料が一人 199～1,790 ドルかかる。
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 所感

世界各国から約 16,000 人が来場する、非常に活気のある世界最大のバイオ系イベントである。

Pittcon と違い、大学がポスターと資料だけでブースを出していても場違い感はなく、技術が初期

段階でも興味を持ってくれる担当者が多くいた。また、基本的に外部との連携に積極的な機関が

多いので、出展した技術に限らず、今後も引き続き情報交換をしていくことになったケースも多くあ

った。他の参加者とのWeb を通したコミュニケーションツールも充実しているため、事前の PR も行

ないやすい。現地では多くのミーティングが行われており（約 25,000 回）、UCIP もいくつかのミーテ

ィングを設定し、情報交換を行なった。出展料は高いが、その価値のあるイベントと言える。

 出展おすすめ度 ★★★★★

バイオ関係で、海外でも需要が見込める強いシーズを紹介できる場合は特におすすめ。

ご参考：出展を取りやめたイベント ～深センハイテクフェア 2009～

毎年秋に中国の深圳市で開かれる「深センハイテクフェア」というイベントがあり、UCIP は 2008

年に、A 社仲介の下、山梨大学と新潟大学の技術を出展した。IT 分野で中国政府が最も重要視

するイベントであり、出展者数は約3100、来場者数は約55．2万人であった。そこで2009年も出展

に向けて準備をしていたところ、下記のような状況となり、出展を取りやめた。

① 会期の1ヵ月前に、A社が確保していたブースが中国政府の政策的展示エリアとなってしまっ

た。そのため、非常に好位置で料金が高い場所か、非常に不利な位置で料金は同じ場所の、

どちらかに移動しなければならなくなった。

② 上記の状況変更により、A 社経由で出展申込している他の機関が出展をキャンセルした場合、

確保してある分の出展費用は、残りの出展者で負担しなければならないとの説明が A社から

あった。よって、出展費用がいくらになるのか読めなくなった。

③ A 社は現地への交通手段や宿泊の手配も代行しているが、例えば A 社の提示するスケジュ

ールでは都合がつかない出張者が独自に飛行機等を手配する場合、追加料金をA社に払わ

なければならないことが、1 ヵ月前に分かった。これは大学の経理手続き上、支出しにくい費

用であった。

勿論一概には言えないが、中国の展示会におけるリスクと、仲介業者を挟む際の意思疎通の難

しさを感じた 1 件であった。
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２．日本と異なる点、イベント事務局とのやり取り

 基本的に米国のイベントでは、まずは HP をくまなくチェックすることから始まる。必要な情報は

自分で探し、まとめる必要がある。日本の展示会のように、主催者が全て取りまとめてくれるこ

とはない。（一人だとどうしても見落としがあるため、二人体制でチェックすることが好ましい。）

 HP を調べても分からない点は、遠慮せずにメールで問い合わせる。一晩経っても返事が来て

いない場合はすぐに催促すること。１晩経って来ないメールは、２晩経っても来ないと思うべき。

 展示会場と、ブースに置く備品のレンタル会社、ブース内に電気を配備してくれる会社（、及び

バーコードリーダーレンタル会社）は大抵異なり、問い合わせ先も違う。それぞれ個別に申し込

む必要があるので注意が必要。

 出展料の支払いは、日本の大学の都合を説明すれば、ある程度は待ってくれる。支払い方法

についても柔軟に対応してくれる（UCIP はクレジットカードか銀行振り込みで対応）。

 イベントによっては、出展料の他に個人毎に参加料がかかる場合があるので、予算を検討する

際注意が必要である。ただし、出展者特典として、出展料の中にブーススタッフ何名分かの参

加料が含まれる場合が多い。

 人の流れを予想し、いい場所を確保することが重要である。イベント直前に他の出展社がキャ

ンセルする場合もあるので、随時ブースの空き状況をチェックし、いい場所が空いたら、そこに

移動可能か問い合わせることをお勧めする。

３．出展準備

① ブースレイアウト

 ブースの広さだけは、申し込みの際に決めなければならないため、関係者間で早期にコンセン

サスを得る必要がある。ブースが大きい方が人目を引きやすく、来場者の信頼感も得やすいた

め、予算の許す限り、大きめの広さを確保することをお勧めする。

 ブースで最低限必要なものは、「人目を引く大きなポスター」・「配布資料」・「英語でポイントを説

明出来るブーススタッフ」である。これらについて詳細は後述する。その他、「現物やサンプルの

展示」、「ノート PC 等で流す動画」、「装飾、ノベルティ等」があると、来場者の足を止める助けと

なる。
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＜UCIP ブースの一例＞

ミーティング
テーブル

イス

イス

3.0m

6.1m

カウンターテーブル
（配布資料、ノートPC、ノベルティを置く）

イス イス イス イス

カタログ

スタンド

各大学の技術紹介ポスターを、
バナースタンドでブース背面に配置

※2012 年 6 月 BIO International Convention にて

ミーティングテーブルは、パートナリングシステムを利用する場合は必須となるが、そうでない場

合も、あると便利である。

（通 路）

（
通

路
）
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② 情報登録、他の参加者への事前 PR 方法

 海外のイベントでは大体、出展者情報を登録する Web ページがあり、そこで事前に、各出展者

が、自機関の紹介をしたり、出展予定の技術についてPRすることになる。所定のフォーマットに

記入してイベント事務局に掲載してもらう場合と、アカウントを取得して、Web上で自分達で登録

する場合がある。自機関や出展予定技術の他、自分達はどのようなパートナーを望んでいるか

を書く（ライセンス先を探しているのか、これから一緒に共同研究をしたいのか、等）。これらの

文章は来場予定者によるキーワード検索の対象となるので、重要なキーワードはきちんと入れ

ておくことが必要である。また、掲載期間が長い程、人目に触れる期間も長くなるので、なるべく

早く登録することをお勧めする。

 情報の登録が済んだら、次に他の出展者や来場者の情報をキーワード検索し、関係のありそう

な機関の絞り込みを行なう。それらのうち「今後の関係進展を期待する機関」には現地でのミー

ティング依頼をするメールをしたり、「まずは情報交換から始めたい機関」には自分達のブース

を訪れるようメールで依頼するなど、重み付けをして PR する。

とにかく、積極的な売り込み活動が肝要
受け身姿勢では、せっかく出展しても効果は 1/10

＜ミーティングを依頼する際のメールの一例＞

We, ○○ in Japan, will exhibit BIO-related innovation & technologies at the coming event,

which includes the following technology. If you are interested in it, please contact us so that

we can discuss and seek a possibility of future collaborative research etc.

Theme; "××××"

Summary; △△△△（数行記載）

IP protection; 関連する出願／特許番号

Keywords; 関連するキーワードを複数記載

Inventor; 発明者名と所属機関名

We look forward to hearing from you. Also, please visit our booth #（ブース番号）.

We have some technologies developed by our members, including the above.

Best Regards,

○○
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③ ポスター、資料の作製

＜展示形式＞

 国内の展示会では、ブースの仕切りの壁＝ポスターを掲示するボードであり、直接テープ等で

貼り付けることになるが、海外の展示会ではブースの仕切りはカーテンであり、当然そのまま

貼り付けることはできない。

 掲示ボードを別途レンタルして、それに掲示することも

可能だが、掲示する枚数が限られる上、掲示ボード自

体が簡素で見栄えが悪い。

 従い、UCIP では、市販のバナースタンドを使用すること

とした。

○バナースタンドとは？

組み立て式のスタンドでサイズは各種あるが、UCIP で

は主に、幅90cmｘ高さ200cmの物を使用。価格は1台

2,500 円程度。

㈱サインモール HP より

http://www.signmall.jp/item/13200488000_10500.html

○使用するメディアは?

紙素材でも掲示できるが、発色の良いポリエステルの布素材の使用がおすすめ。布なので折り

畳むこともできるが、シワが付きやすいため、紙素材と同様に丸めて運搬した方が良い。

例： ㈱オオミの IP9000 ポリエステル

http://www.ohmi-kyo.com/ichiran.html

○持ち運びは？

幅90cm タイプでも、折りたためば直径4cm、長さ 100cm、重さ 900gほどになる。スーツケースに

は入らないが、丸めたメディアとともに専用の袋に入れて梱包し、預託荷物としてスーツケースと

一緒に預ければ OK。尚、米国からの帰国の際に、同様に航空会社のカウンターで預けようとす

ると、別の場所で X線検査を受けるよう指示されることがあるので、その場合は従う。

○使い勝手は？

組み立て作業は簡単。これまで 3回程度展示会で使用し、特に破損はしていない。

AUTM 2011 のブース風景
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＜展示内容＞

 国内の展示会との第一の違いは会場の規模。単に面積が広いだけでなく、天井が高く通路の

幅も広い。その中で、大企業が中央部に大きく派手なブースを構えるため、個々のブースが目

にとまりにくい。

 国内展示会場に比べ照明が少々暗いので、視認性を高める工夫が必要。

○彩度の高い色を使用する

例：

○視認度の高い色の組み合わせを利用する

例：

○文字は少なめ、写真・図は大きく

ポスターでは小さな文字での説明文章を省き、

ポイントとなる見出し＋関連する写真や図を

大きく掲載する。

詳しい説明は配布資料に盛り込む。

例：右の図は、赤たまねぎの抽出液に関する

研究紹介のポスターで、赤たまねぎを大きく

掲載することにより関心を集めることができ

たが、説明文章はもっと簡略化すべきであっ

た。

○アピール効果を最優先に

研究者自身がポスター作製を担当すると、研

究内容全てを丁寧に説明するため、必然的

に文字数が多くなるが、特に海外展示会では

展示の効果が薄れてしまうことをご理解いただき、場合によっては編集を行う。

彩度の低い色（グレーを混ぜたような色）

彩度の高い色（何も混ぜない絵の具そのままの色）

A A A A

参考：BIO2011 における新潟大学ポスター

ポスターは、人目を引くためのアイテム。

詳しい説明は口頭＆配布資料で。
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④ 機器、サンプル等の展示について

 ポスターや配布資料だけでなく、機器やサンプル等の現物を展示することは大変効果的である。

足を止める効果が高く、話を始めるきっかけとしてとても良いのでお勧め。

 携行できる範囲を超えるようなものについて、現地に発送する場合のノウハウは、下記「展示

モデルの輸送ノウハウ」を参照。

http://ucip01.ucip.jp/procenter/project/cockpit/getPage/tools/getfile_node_dispatch.jsp?LoginService=PRO
CENTER36&LoginHost=ucip-int.ucip.jp&LoginUser=cons01&Server=ucip-int.ucip.jp&Nid=9393&Seq=-1&Filen
ame=%E8%BC%B8%E9%80%81%E3%83%8E%E3%82%A6%E3%83%8F%E3%82%A6.pdf

 その他、各大学の安全保障輸出管理規程に従うこと。

４．展示期間中

 展示期間中は、ブーススタッフの力量によるところが大きい。機会損失を招かないため、ブース

スタッフの心掛けることとしては、以下が挙げられる。

①ブースに立ち寄りやすい雰囲気作り：内輪で話し込まず、資料やポスターに興味を持ってい

る人がいたらこちらから話しかける。女性を一人は入れておくのも効果的。

②展示技術のポイントを英語で説明出来るようにしておく。

③話をしたら、自ら名刺を差し出すことで、相手の名刺も入手するようにする。また、もらった名

刺に話した内容をメモしておき、後日必要なフォローが行えるようにする。（名刺情報の収集

だけなら、参加者バッジのバーコードリーダーをレンタルする方が手間がかからない。）

④人目を引きやすいように、装飾（日本らしさを表す折り紙等）や飴、ガム、大学のノベルティ等

を置いておく。ノート PC で機関や技術の紹介動画を流すことも、資料を置くだけより人の足を

止める効果があると思われる（ただし音は近隣ブースの迷惑にならない音量にすること）。

 その他、人員に余裕があれば、資料を持って他のブースを訪問し、売り込む。売り込み先は、

ただ闇雲に選ぶのではなく、３．②で絞り込んだ機関のうち、メールの回答が来なかった機関や、

新たなキーワード検索で浮上した機関等である。現地には大抵、参加者が利用出来るPCが置

いてあるので、それでブース番号を調べて、時間の合間に順番に訪問していくのである。そこで

も名刺交換を忘れずに行い、後日必要に応じてフォローする。

展示期間中も、

積極的なアプローチが功を奏する。
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５．事後フォロー

 展示期間中に収集した名刺情報を一覧にまとめ、備考欄には話した内容も記載し、関係者間

で情報共有する。

 事後フォローが必要な相手には、なるべく早く対応し、関係の進展につなげる。

 名刺交換した人には、自機関の存在を再認識してもらうため、定期的にメールマガジンを流し

たり、個別に、新たに出てきた技術等を紹介したりする。

以上
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【平成24年度役員等】

理事長 前田 秀一郎 山梨大学 学長 (平成21年度～平成22年度 UCIP副理事長）
副理事長 下条 文武 新潟大学 学長 (平成21年度～平成22年度 UCIP理事長）
常務理事 田中 正男 山梨大学理事（企画・評価・「国際・大学知財本部コンソーシアム担当）／副学長
理事 新藤 久和 山梨大学理事（学術研究・産学官連携・「グローバル人材育成」担当）／副学長、産学官連携・研究推進機構長
理事 仙石 正和
理事 大久保 政博 新潟大学 研究支援部長
監事 三浦 義正 信州大学理事（研究・財務・産学連携・国際交流担当）／副学長

有識者 牛久 健司 牛久特許事務所 所長

有識者 菊池 純一 青山学院大学 教授

有識者 渡辺 琢也

有識者 眞島 幸平 新潟市東京事務所 所長

事務長 小暮 純生 山梨大学特任教授

【歴代役員等】
理事長 貫井 英明 山梨大学長 (平成20年度 UCIP理事長）
副理事長 長谷川 彰 新潟大学長（平成20年度 UCIP副理事長）
理事 窪田 洋二 山梨大学産学官連携・研究推進機構部長
理事 山中 弘美 新潟大学研究支援部長
監事 中村 高遠 静岡大学理事／副学長
監事 柳澤 正 静岡大学理事（社会・産学官連携担当）／副学長

有識者 宮部 勝弘

有識者 佐藤 猛行

有識者 鈴木 亨 新潟市東京事務所 所長

有識者 石塚 里栄子 新潟市東京事務所 所長

作業部門構成員 ◎ ：部門リーダー ○ ：部門サブリーダー

◇ ：部門委員 ※ ：連絡調整者

作業部門

法務調
査研究

国際活
動支援

人材養
成支援

情報収
集発信

新藤 久和 ◇ ○

田中 正男 ◎ ○

産学官連携・研究推進部長（教授） 窪田 洋二 ◇ ◎ ○

産学官連携・研究推進部地域連携室長（准教授） 還田 隆 ◇ ○ ○

産学官連携・研究推進部 研究支援課長 山田 徹 ◇ ◇ ◇ ○

産学官連携・研究推進部 研究支援課 課長補佐 田中 理 ◇ ○ ○

産学官連携・研究推進部 研究支援課 研究支援GL 望月 泉 ◇ ○

産学官連携・研究推進部 研究支援課 名取 裕貴 ◇ ◇ ○

産学官連携・研究推進機構 知的財産戦略室 深澤 綾 ◇ ◇ ◇ ○

産学官連携・研究推進機構 知的財産戦略室 奥脇 勝也 ◇ ○

産学官連携・研究推進機構 知的財産戦略室 田中 未来和 ◇ ○

大学院医学工学総合研究部臨床研究開発学講座（教授） 岩﨑 甫 ◇ ○

教学支援部 入試課長 原 哲夫 ◇ ○

産学官連携・研究推進機構 知的財産戦略室 知財マネージャー（講師） 高田 誠 ◇

産学官連携・研究推進機構 知的財産戦略室 知財マネージャー（助教） 薬袋 良一 ◇ ※ ◇

産学官連携・研究推進機構 知的財産戦略室 知財マネージャー（助教） 河西あゆみ ◇ ◇

産学官連携・研究推進機構 知的財産戦略室 小清水陽子 ◇ ◇

産学官連携・研究推進機構 知的財産戦略室 矢納 庸子 ◇

産学官連携・研究推進機構 知的財産戦略室 豊角 敬子 ◇

産学官連携・研究推進機構 地域連携室 荻野 修邦 ◇

産学官連携・研究推進部課長 阿久津 力 ◇ ◇

産学官連携・研究推進部課長（現：信州大学研究支援課長） 山名 貴之 ◇ ※ ◇ ◇ ◇

教学支援部 進路支援室長 宝示 一男 ◇

附属クリスタル科学研究センター教授 木野村暢一 ◇

新潟県 産業労働観光部 産業振興課長
新潟県 産業労働観光部 産業振興課長

組織

理事／産学官連携・研究推進機構長

理事／企画・評価・「国際・大学知財本部コンソーシアム」担当

平成24
年度担

当
大学名 所属 氏名

新潟大学理事（研究担当）／副学長

山梨大学

新潟県 産業労働観光部 産業振興課長

企画

̶ 273 ̶



作業部門

法務調
査研究

国際活
動支援

人材養
成支援

情報収
集発信

副学長（国際、社会連携、情報化推進担当） 西村 伸也 ◇ ○

大久保 政博 ◇ ◇ ○

知的財産創成センター 教授 尾田 雅文 ◇ ◎ ○

知的財産創成センター 教授 辰巳 政弘 ◇ ○ ○

産学地域連携推進センター 教授 松原 幸夫 ◇ ◎ ○

東京事務所 教授 黒瀬 昭博 ◇ ◎ ○

研究支援部 産学連携課長 中嶋 昭雄 ◇ ◇ ○

研究支援部 産学連携副課長 大熊 忠 ◇ ○ ○

研究支援部 産学連携課 知的財産係長 大橋 一洋 ◇ ◇ ○

研究支援部 特任専門職員 中村 久美子 ◇ ◇ ◇ ◇ ○

研究支援部 産学連携課 係長 小林 孝夫 ◇ ○

研究支援部 産学連携課 専門職員 小嶋 英人 ◇ ○

研究支援部 産学連携課 中川 裕介 ◇ ○

研究支援部 特任専門職員 長谷川 佐知子 ◇ ◇ ◇

研究支援部 産学連携課 主任 五十嵐 義和 ◇

研究支援部 産学連携課 小島 恵李子 ◇

研究支援部 特任専門職員 磯 仁美 ◇ ◇ ◇

研究支援部 産学連携副課長 尾坂 康弘 ◇ ○

冨井 直人 ◇ ◇

山中 弘美 ◇ ◇

江口 昌男 ◇

松原 亜子 ◇ ◇ ◇

産学連携課副課長 冨田 悟 ○

木村 孝彦 ◇

産学連携課産学連携係長 清水 紀之

荒木 勝重 ◇ ◇

田村 達也 ◇

井関 慶喜 ◇

学術情報部情報企画課長 渡辺 文雄 ◇

大矢 浩之 ◇

産学連携課産学連携係長 雲崎 雄次

産学連携課副課長 川崎 伸輔 ◇ ○

研究支援部 産学連携課 北村 文乃 ◇ ○

研究支援部長

産学連携課長

研究支援部長

新潟大学

産学連携課

知的財産本部

産学連携課長

産学連携課

産学連携課

産学連携課

産学連携課主任

大学名 所属 氏名 企画
平成24
年度担

当
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作業部門

法務調
査研究

国際活
動支援

人材養
成支援

情報収
集発信

イノベーション社会連携推進機構 副機構長 教授 木村 雅和 ○

産学連携支援課長 藤井 康聡 ○

安全保障輸出等管理室学術研究員 河合 孝尚 ◇ ○

イノベーション社会連携推進機構学術研究員 縣 真理子 ◇

イノベーション社会連携推進機構学術研究員 藤縄 祐 ◇ ◇

イノベーション共同研究センター副センター長教授 林 正浩 ◇

伊藤 悟 ○

学術情報部産学連携チーム主査(産学連携担当) 鈴木 健太

鈴井 篤也 ※

尾形 嘉則

橋本 誠一郎 ◇

知的財産本部副本部長 特任教授 出崎 一石 ○

学術情報部産学連携チーム副課長 村松 祐

学術情報部産学連携チーム副課長 中村 幸夫 ◇

神谷 直慈 ◇ ◇ ○

豊洲学事部 産学官連携・研究支援課長 杉山 修 ◇ ○

学長室員 教授 工学博士 塩嵜 忠 ◇ ○

情報システム部 部長 遠藤 桂一 ◇ ○

豊洲学事部 産学官連携・研究支援課 塩川 真澄 ○

学術情報センター部長 田川 博幸 ◇

連携推進部 産学官連携課 塚田 喜彦 ◇ ○

連携推進部 産学官連携・研究支援課長 神田純一郎 ◇

学術情報センター部長 山崎 達朗 ◇

連携推進部 産学官連携課 客員准教授 西山 正

総合企画部国際交流担当次長 丁龍鎮 ◇

連携推進部 産学官連携課 向井博 ◇

豊洲学事部 産学官連携・研究支援課 木村 美穂 ◇ ○

米山 重之 ○ ○

堀 健二 ◇ ○

井桁 貞一 ◇ ○

㈱キャンパスクリエイト社長 安田 耕平 ○

㈱キャンパスクリエイトｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙGPリーダー 李瑩玉（ﾘ ｴｲｷﾞｮｸ） ○

(事務連絡担当） 研究協力課産学連携係 茂木 利貞 ○

山名 貴之 ◇ ◇ ◇ ○

産学官連携推進本部知的財産支援部門研究員 小林 円 ◇ ◇ ◇ ○

研究推進部産学官地域連携課 課長補佐 征矢 昌博 ○

輸出監理室 課長補佐 池田 勉 ◇ ○

久高みどり ◇ ○

地域共同研究センター准教授 南澤 俊孝 ◇

松田 陽子 ◇

産学官連携推進本部講師 杉原 伸宏 ◇

産学官地域連携課主査 土屋 雅紀

産学官連携推進本部長補佐 山﨑淑夫 ◇

産学官地域連携課主査 市ノ瀬 篤実 ○

研究支援課長

輸出監理室

輸出監理室

知的財産本部

知的財産本部 特任准教授 技術移転トレーナー

学術情報部産学連携チーム主査(知的財産担当)

学術情報部産学連携チーム主任

知的財産本部 特任教授 知財トレーナー

知的財産本部 特任准教授 知財トレーナー

産学官連携ｾﾝﾀｰ知的財産部門知財ﾏﾈｰｼﾞｬｰ（特任教授）

産学官連携ｾﾝﾀｰ知的財産部門 （特任教授）

産学官連携ｾﾝﾀｰ知的財産部門知財ﾏﾈｰｼﾞｬｰ（特任教授・弁理士）

芝浦工業大学

静岡大学

信州大学

電気通信大学

大学名 所属 氏名 企画
平成24
年度担
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作業部門

法務調
査研究

国際活
動支援

人材養
成支援

情報収
集発信

小倉 基一 ◇ ○

中田 修二 ◇ ○

石黒 正路 ◇ ○

重松 亨 ◇ ○

高中 紘一郎 ◇ ◇ ○

茂木 弘邦 ◇ ○

島名 達也 ◇ ○

渡辺 健太郎 ◇ ◇ ○

廣川 泰士 ◇ ○

後藤 博

森山 英恵 ◇ ○

（オブザーバ） 鈴木 一如 ◇ ○

村上 武志 ◇ ◇ ○

片桐 大輔 ◇ ○

土倉ひとみ ◇ ○

長谷部 ◇ ○

竹内 一正

榑林 陽一 ◇ ○

文 健 ◇ ○

長井 勝典 ○

大澤 清一 ◇ ○

松岡 浩司 ◇ ○

亀山 輝男 ◇ ○

土井 昭人 ◇

吉田 剛 ○

事務長 （山梨大学 産学官連携・研究推進機構 特任教授） 小暮 純生 ○ ◇ ◇ ◇ ◇ ○

事務局員 （山梨大学 産学官連携・研究推進機構 特任助教） 堀井 香理 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ○

後藤 史子 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ○

事務局 (山梨大学調査専門職員) 小林 聡 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ○

高橋由布子 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

（連絡調整担当） 研究推進部連携推進課産学官連携グループ 専門職員

産学連携・知的財産機構 技術移転推進部 特任准教授

事務局

研究機構オープンイノベーションセンター長（教授）

研究機構オープンイノベーションセンター
知的財産部門長（理工学研究科教授）

研究協力部研究協力課長

研究協力部研究協力課長

（連絡調整担当） 研究協力部研究協力課主査

連携創造本部 特命助教 産学連携特別研究員

事務局員

産官学連携推進センター 契約・知財担当 事務部庶務課 企画係 主任

(連絡調整担当）

(連絡調整担当） 学術国際部産学連携課 副課長

連携創造本部 副本部長（教授）

産官学連携推進センター 契約・知財担当 事務部基盤整備課 研究支援係

産官学連携推進センター 専門職員

産官学連携推進センター 広報担当 事務部基盤整備課 研究支援係

学術国際部産学連携課 知財総務係 主任

産学連携・知的財産機構 技術移転推進部 特任教授／知財活用ﾏﾈｰｼﾞｬｰ

客員教授 広域大学知財アドバイザー
（新潟県大学連携知的財産管理ﾈｯﾄﾜｰｸ連絡会）

産学連携推進本部統括知的財産マネージャー（産学官連携フェロー）

安全保障輸出管理マネージャー

産官学連携推進センター センター長 応用生命科学部 学部長・教授

産官学連携推進センター運営委員 応用生命科学部 教授

産官学連携推進センター運営委員 薬学部 教授

産官学連携推進センター 事務長 事務部庶務課 課長

産官学連携推進センター 契約・知財担当
事務部基盤整備課研究支援係 係長

千葉大学

UCIP事務局

横浜国立大
学

新潟薬科大学

神戸大学

埼玉大学

大学名 所属 氏名 企画
平成24
年度担
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