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1. はじめに

京都大学は、1 8 9 7年に創設され、「学問の自由と自主

独立」の気風を維持し、1 0 0余年にのぼる歴史を有して

いる。

今日、産業・社会構造の変革とともに、大学に対する

社会の要求も変化し、教育・研究に加えて社会貢献が大

学の担うべき新しい役割の一つとして求められている。

本稿では、京都大学の新しい産学連携の取組み、ベン

チャー企業育成への取組み及び知的財産の取組みについ

て一端を紹介するとともに、その課題についても明らか

にし、皆様の大学改革へのご理解の一助となることを期

待している。

2. 産学官連携の推進

社会貢献が大学の担うべき新しい役割の一つとして求

められる環境下において、産学官連携の成功が重要な課

題の一つとなってきている。

京都大学では、産学官連携の成功を重要テーマとし、

より社会との連携を深め、大学の知的資産や成果を適切

に確保し、これらが社会において活用され、社会に貢献

できる体制をとるべく、数年前より学内の組織改革を行

ってきた。

2 . 1 推進体制・組織

京都大学においては、事務本部としての「研究・国際部」

を主体として各部局・地区の研究・学術協力課等の事務部

が密接に関与する体制を有し、この体制下において、以下

の産学官連携の取組みを行う専門の組織を有する。

2 . 2 ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー1 )

京都大学べンチャー・ビジネス・ラボラトリ（以下

「K U－V B L」と記す）（Kyoto University-Venture

Business Laboratory）は、1 9 9 5年度政府補正予算

「大学院を中心とした独創的研究開発推進経費」により

認められ発足し、全学の教育・研究施設として大学院工

学研究科を主体に、情報学・理学研究科、化学研究所等

の教員・博士研究員および大学院生・学部生を含む横断

的で柔軟な教育・研究組織によって構成されている。

またこのK U－V B Lは、産学官連携の本部地区サテラ

イト拠点としての役割も果たす。

2 . 3 国際融合創造センター2）（京大I I C）

京都大学国際融合創造センター（以下「京大I I C」と

記す）は、2 0 0 1年4月に産学官連携を支援・推進する
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ための組織として設置され、部局横断的な産学官連携活

動の中心組織として位置付けられ、産学官連携活動の窓

口の役割を担っている。

教員の定員は、2 4名（センター長1、専任教授1 1、

助教授7、助手1、客員教員4）となっている3）。

また、文部科学省の産学官連携支援事業にもとづいて、

産学双方の事情のわかる産学官連携コーディネータ4）も

配置されている。

「京都大学から世界に向けた知の結集・情報発信セン

ターとなり、2 1世紀における大学のあり方を世界に提

起する」ことをスローガンとし、以下の設立理念を掲げ、

活動している。

1）次世代産業基盤の構築

2）人的融合による新規学問領域の創生

3）新たな大学像の提案

2 . 4「医学領域」産学官連携推進機構 5）（K U M B L；

Kyoto University Medical Science and

Business  Liaison Office）

2 0 0 4年4月に、医学研究科、医学部付属病院、再生

医科学研究所、ウィルス研究所に関する産学官連携の推

進拠点として設置された。

設立の趣旨は、「医学領域の研究に興味を持つ企業に

研究成果に関する情報を公開し、基礎からの共同研究や

新しい技術開発などの産学官連携を推進する」となって

いる。

本機構K U M B Lの主な業務は、京大I I Cと密接な連携

を保ちつつ、医学領域における京都大学の研究成果をも

れなく収集し、社会に公開するとともに、この公開情報

の先にある、最新の研究情報、未公開特許情報や共同研

究提案等の大学のシーズおよび企業のニーズ等の情報交

流を図ることにある。

3. 産学官連携活動における特徴ある取組み

京都大学には3 0 0 0名におよぶ研究者が在籍し、その

研究内容は極めて多様であることから、京大に求められ

る産学官連携のスタイルも、教員と企業の一部門との間

の個別的またはお付き合い的なものから、部局横断的な

テーマでの包括的な共同研究や、複数の企業や大学が参

加する共同研究へと広がり、変革してきている。

これに伴い産学官連携におけるオープン性や推進責任

体制の充実、特に、産学官連携において企業が重要と考

える、秘密保持、知的財産権の確保などへの組織的対応

が強く求められるようになってきた。

このため、京大ではこれらの要請に応え、知的財産を

重視した取り組み活動を行っており、以下にその例を紹

介する。

3 . 1 契約の適切な対応

国立大学にあっては、共同研究および受託研究の契約

書について、文部科学省より様式参考例6）が公表されて

おり、国立大学法人化後も、この様式参考例をベースに

共同研究契約等が締結されている。

一方企業にとっては、研究成果である知的財産の帰属

やその持分、実施についての条件などが、大学と共同研

究を行う上での重要な判断基準となっている。企業側は

自社を有利に導くための様々な要求を持っている。大学

側は、このような企業の要求に、適切に対応する体制を

持つことが、国際レベルで生き残っていくための重要な

要件の一つとなってきている。

京都大学では、事務本部としての「研究・国際部」を

主体として各部局・地区の研究・学術協力課等の事務部

と京大I I Cが密接に協調し、企業側からの要請に対して

適切な対応を行なう体制を持っている。

このような対応が、従来困難とされていた複数企業と

3）2004年5月現在の数値
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の「包括的産学融合アライアンス7）」などの新しい形の

共同研究の早期実現を可能にした。

3 . 2 秘密保持管理と研究管理

企業が大学との共同研究をためらう要因の一つに、機

密情報の管理面で不安を感じていることが挙げられよう。

京都大学においては、共同研究に参画する教員、研究

員等は、秘密保持についての誓約書にサインをすること

が義務付けられ、秘密保持確保に特別の注意を払う体制

を順次組んでいる。

大学の研究室における秘密情報の管理は、一般企業に

比べて不十分であるとの認識が一部でなされているが、

大学においても新規な研究テーマは秘密事項であり、き

わめて重要なものとして取り扱われている。新規な研究

テーマは研究者の命であり、各研究者は自らの研究テー

マの機密保持には十分な注意を払っている。研究者の良

識の上に機密保持体制が構築されているので、明文化さ

れたルールのようなものが作られていない点が誤解を生

んでいる。機密書類にも「機密書類」といった表示はな

されていない場合が多い。この点で、明示的に秘密情報

が管理されていないので、「機密として管理されていな

い」と見做されてしまう恐れがある。

これらのことを踏まえて、秘密情報の管理責任体制を

明確にして、誓約書を交わすことをルールとするなど、

順次明文化を進めている。これらを実効あるものにする

ためには、さらに秘密管理の管理義務の内容や、方法に

ついて、研究者が充分理解することが求められ、さらな

る教育が重要と考えている。

3 . 3 知財重視の共同研究管理

（1）研究ノートの活用

研究成果を知的財産権として確保する取り組みとし

て、主要な共同研究においては、共同研究者全員に研究

ノートが配布され、日々の研究成果の記入が義務付けら

れている。

研究ノートは、特許取得の要件が先発明主義となって

いる米国においては、先発明を立証するためにきわめて

重要なものであるが、先願主義の日本においても以下の

点で重要なものとして位置付けている。

・共同研究での貢献度を証明するもの

研究ノートは、各研究員が独自に創出した発明の内

容と発明日の証明に使われ、企業との共同研究におい

て、発明の所属や共同研究成果への寄与の度合いなど

を認定・評価するための基礎となる。また、将来発生

する、特許発明実施時の補償金支払いにおいて、相当

の対価の算定の基礎資料ともなるものとして、位置付

けられる。

・米国特許訴訟対策

将来発生するかもしれない米国での特許関連訴訟に

おける証拠書類として使用される。先願主義の日本にお

いては、発明日の立証は、直接的には必要ないと思われ

るが、将来発生する可能性のある米国での特許訴訟にお

いては、証拠書類として活用できる可能性がある。

（2）研究成果の学会発表と特許出願のリンク

学会発表や論文投稿の場合、従来大学では、学会発表

や論文投稿発表を行った後に、特許法における新規性喪

失の例外規定8）を利用して特許出願が行われるケースが

多々みられる。

このような特許法における新規性喪失の例外規定を利

7）京都大学と日本電信電話株式会社、パイオニア株式会社、株式会社日立製作所、三菱化学株式会社、ローム株式会社の5社との協

議により、2002年8月1日に契約調印

8）特許法30条の規定による
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用した出願は、先に学会発表等で公知になっても、新規

性喪失の例外が認められる期間（グレースピリオド）内

に出願すれば新規性を喪失しないものとされる利点があ

る。反面、このような出願には、重大な欠点がある。大

学内においてはこのような出願の利点のみが強調され、

欠点が正しく教員・研究者に教育されていないという問

題がある。

このような出願における欠点は、学会発表等の公表に

対してグレースピリオドを認めていない国9）への特許出

願が、先に行った学会発表等の公知事実によって拒絶

されてしまうという点である。このため、国際的に権

利化すべき重要な発明においては、この欠点が致命的

な障害となり、世界のほとんどの国で権利化できないこ

とになる1 0）。

京都大学では、学会発表や論文投稿と特許出願を並行

的に行い、重要発明については原則として、学会発表や

論文投稿発表前に特許出願を行うこととしている。

（3）共有特許の関係

主要な共同研究においては、大学の教員、研究員の発

明を大学が承継し、研究成果に関連するすべての特許出

願・特許を京都大学と参加企業とで共有することとして

いる。大学と企業との特許等の共有の持分比率は、大学

と企業との研究や発明に対する貢献度に応じて定めら

れ、権利取得に必要な費用の負担も、決められた持分に

応じて負担する。これによって、共同研究に関連する出

願の出願人名義が統一され、関連出願が先後願の関係で

拒絶される1 1）ことが無い仕組みを構築している。

4. 国際標準化を目指す知財の取組み（細胞・生体機

能シミュレータ開発プロジェクト ）1 2）

京都大学では、従来より医工連携の取り組みがなされ、

世界的にも注目される多くの成果を上げている。この基

礎の上に新たな学問領域構築に向け2 1世紀型の医工連

携を求めて、医工連携プロジェクトを推進している。

医学・生物学、薬学、情報学、工学の分野融合から、

医療応用を目指した生命情報基盤の提供を目標とし、

（1）医学・生物学知識の統合化、（2）創薬の革新、（3）医

療技術のI T化、大学発ベンチャーの創設を行い、経済

の活性化に資することを目的としている。

このプロジェクトにおける知的財産の取り組みの特徴

は、プロジェクトで得られる成果を、国際標準化あるい

はデファクトスタンダード（de facto standard）化を

視野に入れた知的財産の取り組みにある。

得られた基本プログラムについては、オープンソース

として公開することを予定している。また一方では、国

際標準化に必要な基本特許網の構築を行うとともに、共

同研究で得られる企業との共有特許等についても、標準

化を前提に契約が締結される。大学の研究成果の公共性

を考慮し、標準化等で大学が必要と認めた場合には、大

学単独で実施許諾が可能な条件を、共同研究契約書で担

保している。

5. ベンチャー起業育成の取り組み

5.1 フィージビリティスタディ方式よるベンチャー起業

促進

京都大学は、研究者の在籍数に比べて大学発ベンチャ

ー（教官が役員を兼業するもの）の数は少ない。

そこで、京大I I Cとニック株式会社1 3）は、京都大学教

官を対象に「ベンチャー起業のためのフィージビリティ

スタディ（feasibility study, 事業性調査）」1 4）を公募し、

実施する新たな取組みを始めた。

（1）取組み概要

本取組みは、起業に向けた事業のフィージビリティス

9）EC諸国など多数あり

10）先発明主義の米国では1年のグレースピリオドがある

11）出願人や発明者が異なると特許法29条の2の規定により、拒絶される。

12）代表：野間　昭典　京都大学大学院医学研究科教授、松田　哲也　京都大学大学院情報学研究科教授、

13）異業種の事業会社14社を株主とするベンチャーキャピタル、本社：名古屋市、西川輝男社長

14）澤田芳郎・奥久輝・中野好一・大野一志・大塚宏之・林公一・大庭牧子・谷垣昌敬「フィージビリティスタディ公募方式による大

学発ベンチャーの起業促進」『産学連携学会第1回大会講演予稿集』（産学連携学会、2003）pp.96－97
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タディへの資金提供を前提にして、研究成果の起業可能

性とそれを最大限高めるための方策を、その研究成果を

生み出した教官が自ら考察する機会を提供し、起業を刺

激することを趣旨としている。

対象は文系理系全分野の教官で、6ヶ月間の期間中に事

業計画書の提出を求めるもので、このためニック社は一

件に付き約4 0 0万円を「受託研究」スキームで提供する。

募集は学内の京大I I Cのウェブサイトより行なうと同

時に、学内で2回の説明会を実施した。応募については、

知的財産等によって起業時の優位性が確保できることを

条件とし、応募された内容は秘密保持契約によって秘密

保護される。

応募に対して、ニック社は関連企業等と共に検討し数

件を採択した。

採択されたテーマについては、「受託研究」スキーム

で、提案した教官が中心になってフィージビリティスタ

ディを実施する。

教官には、起業の義務は課せられてないが、フィージ

ビリティスタディ後一年間は、ニック社がその起業につ

いて、教官との優先交渉権を有し、起業する場合は、そ

の期間内に新しい契約を教官と締結して起業準備に入る。

（2）包括的サポート

従来、ベンチャー起業に対して投資などを行なうベン

チャーキャピタルは、多く存在するが、今回の事業のよ

うに、教官の研究成果についての事業性調査に研究投資

がなされる例は新しい。本事業は、「シーズ創出」と

「起業」を包括的にサポートするものであり、ベンチャ

ーキャピタルが未開発の大学発ベンチャーへの投資機会

を獲得する有望な手法として、評価されている。

5 . 2 京大発ベンチャー企業の創出をサポート（特定非

営利法人K G C1 5）の取組み）

K G Cは京大の大学院生のシンクタンクとして設立さ

れ、京都大学を中心とする院生、若手研究者8 9名が所

属し、京都大学発ベンチャー企業の創出をサポートして

いる。

大学院生によるベンチャービジネスプラン育成プロジ

ェクトとして、K G Cでは技術経営講座プロジェクトを

主催している。これは、技術と経営を結びつけることの

出来る研究者の輩出を目的とし、理工系を対象にして開

講され、毎年約5 0名がこれを受講している。講座の最

終回には、受講生にビジネスプランを策定させ、これら

のプランのコンテストを行い、実現可能なプランに対し

ては、起業支援を行っている。

6. 知的財産に強い研究者育成の教育プログラム

京都大学においては、これから必要となる知的財産に

強い研究者育成の教育プログラムを有している。

以下、その代表的なものを紹介する。

6.1 特許明細書を作成できる研究者を育成する教育プロ

グラム

工学部機械システム学コースでは、約1 5年前より3回

生の設計製図演習で特許の講義を取入れたり、レポート

を特許明細書形式で作成させたりしていた。今回これを

発展させ、特許明細書を作成できる研究者を育成する教

育プログラムとして「特許セミナー」1 6）を開講した。

この「特許セミナー」は、知的財産関連法の基礎講義

からスタートし、特許訴訟や、ライセンスについての講

義を行い、最後には「明細書作成実習」で、弁理士が受

講生の作成した明細書をマンツーマンで添削指導し、特

許明細書を作成できる研究者を育成する。

マンツーマンで添削指導を行うため、受講定員は、現

状では約3 0名程度が最大であるが、「明細書作成実習」

までを行う講座は、日本の大学でも数少ない。

6.2 医学と知的財産をマスターするコース

医学研究科では、医学と知的財産の両方の専門知識を

身に付ける新コースを2 0 0 4年度より開講した。

人体の仕組みや薬が作用するメカニズムのような医学

関連の講義と平行して、知的財産法や、ベンチャー企業

15）「特定非営利法人KGC」は法人名、理事長：柴田有三、京都大学VBL内

16）担当　松久　寛　大学院工学研究科精密工学専攻　教授、西脇　眞二　同　助教授
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戦略などの講義を用意し、両分野の専門知識を身に付け

た技術移転の専門家を育成する。

このコースでは、秋以降に「特許明細書実務演習」も

始める。

7. 法人化後の知的財産ポリシー

大学において研究成果を機関帰属として運用活用する

ことを条件に、大学知的財産本部整備事業が公募され、

実効ある事業計画を提出した全国の4 3大学が選ばれた。

各大学においては、この事業費が支給されている5年間

の間に、恒久的な自立した知財戦略の実行を行う体制を

確立することが求められている。知的財産の管理・運用

という事業を考えると、5年は短いと言わざるをえない。

京都大学においては、2 0 0 3年9月に知的財産企画室

を設置し、法人化された2 0 0 4年4月からは、大学の知

的財産の管理を一元的に行い、本格的な知的財産推進活

動に入っている。

京都大学では、実効的な知的創造サイクルを形成する

ため、知的財産企画室の設置と平行して、学内の多様な

分野の1 4名の委員からなる「産学官連携検討ワーキン

グ・グループ」が組織された。そこでは、京都大学にお

ける法人化後の知的財産の取り扱いについての審議・検

討がなされ、学内各部局でパブリックヒヤリングを実施

し、これらを総合して、研究成果を知的財産等として取

り扱う際の具体的な判断基準を示す「京都大学知的財産

ポリシー」1 7）が作成された。

以下、「京都大学知的財産ポリシー」の特徴点につい

て説明する。

7.1 原則機関帰属

発明等にもとづく特許等を受ける権利は発明者が原始

的に有する1 8）と解されている。

法人化前の国立大学においては、教員等の発明に係る

特許を受ける権利は個人に帰属するのが原則であった。

例外的に、「応用発明を目的とする特定研究課題の下に、

国から特別の研究経費を受けて行った研究」や「国によ

り特別の研究目的のために設置された特殊な研究設備」

であって取得価格が5億円以上でかつ汎用的でないもの

を使用して行った研究の結果生じた発明については、国

が承継することとしていた。

法人化後は、これを原則機関帰属とすることを「京都

大学知的財産ポリシー」において明確にした。

京都大学の研究者等が、京都大学の資金、施設、設備

その他の資源を使用して行った研究より発明が生じたと

き、これを職務発明とみなして、京都大学はその知的財

産権を承継することとしている。

注目すべき点は、教員・研究者が発明をした場合、こ

れを公表してパブリックドメインにするか、特許出願を

して知的財産とするかの第一の選択権は発明者にあると

いう点である。

発明者は、学問の発展上これを公表しパブリックドメ

インにすべきか、あるいは特許出願すべきかをまず判断

することができる。この判断に従い、研究者（発明者）

は、これを出願（特許等の）すべきと判断した場合には、

大学に対して発明の届出の義務を負う。

この規定は、発明者の権利義務を明確に規定したもの

である。これによって、法人化前に行われていたように、

大学への発明の届出無し1 9）に、自らの発明を企業等に

譲渡してしまうことはできなくなった。

大学が研究成果を機関帰属として特許出願することに

よるメリットとしては以下のようなものが、挙げられる。

・一元管理により知財管理機能を強化できる

・発明等の戦略マーケッティングが可能

・技術移転状況やライセンス収入配分の透明性が確保で

きる

・技術移転収益の教育・研究への再配分が可能

研究者にとって、その研究成果を最初に発表し、後学

のために寄与することは大切かつ価値あることである。

また同時に、その成果を知的財産として確保し、「知的

創造サイクル」を形成することが求められている。大学

は、これらの知的財産を有効に活用する義務を負う。大

学の知的財産管理のマネージメントが問われる所以であ

17）「京都大学知的財産ポリシー」：2003年12月24日学内承認、京都大学の紹介ホームページより取得可

18）特許法第29条柱書き

19）明らかに個人に帰属すると思われる発明は届出されない場合が多かった
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る。原則機関帰属ルールのみが強調され、強制的に発明

を集めても、大学の知的財産が有効に活用され、実効的

な知的創造サイクルが形成されなければ、大学の知的財

産ポリシーは、破綻する。

7.2 発明者への補償

発明者への補償は、法人化前にあっては、国すなわち

各省庁においてそれぞれ定められていた。

法人化後は、大学毎に独自に補償金を定めることとな

った。

京都大学においては、発明を機関帰属とした場合に、

発明の届出書記載の発明者に対し、以下の補償金が支払

われる。

1）出願時補償金

6 , 0 0 0円 一出願あたり

2）収入時補償金

年毎において、実施許諾料などによる総収入について

諸経費を除き、以下の図のように配分する。発明者の収

入時補償金として、諸経費引き後、最大5 0％を支払う

こととしている京都大学の規定は、発明者への補償が手

厚いものとして注目されている。

7.3 発明評価とネットワーク管理

法人化前の国立大学においても大学内で生まれた発明

を評価する発明評価委員会は存在した。しかし、発明評

価委員会の主な役割は、その発明が本来国に帰属すべき

発明であるか否かの判定をすることであった。国有とす

べき発明の出願から登録に要する費用2 0）（弁理士に支払

う費用など）は、文部科学省が負担していたので費用面

での心配をする必要はなかった。

法人化後においては、発明の出願から登録に要する費

用2 1）（弁理士に支払う費用など）を、文部科学省が負担

しなくなったので、大学毎に独立した知財の経営が求め

られる。このため、知的財産の適切な運用が必要であり、

限られた予算の中で、大学が所有すべき成果（発明）を

適切に評価し、帰属の可否判断がなされなければならな

くなった。発明評価委員会の役割は法人化前に比べきわ

めて重要なものとなった。

20）特許印紙代は免除

21）特許印紙代は2007年3月31日出願分まで免除

発明者への補償

・出願時補償：6,000円（発明1件当たり）

・保有する特許の実施補償、処分などにより収入を得た場合、特許出願や維持にかかった費用を控除した残りの分を以下の

数値を目安として配分する。

・発明者の転職、退職、卒業後も補償金を受ける権利は存続する。

収入実績

発明者

部局（配分は部局に委ねる）

大学（知的財産部(仮称)管理）

2百万未満の部分

20％

30％

50％

2百～5千万未満の部分

35％

25％

40％

5千万以上の部分

50％

20％

30％
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京都大学では、本部（知的財産部2 2））に全学発明評価

委員会、各拠点に拠点発明評価委員会を設置している。

京都大学は、地理的に三つのキャンパスに分散してお

り、また性格の異なる学問分野を有しているので、これ

らの拠点・分野における知的財産の推進・管理を本部組

織において集中すると、適切・迅速な推進・管理が行え

ないので、拠点毎に拠点発明評価委会を設置することと

した。これにより、各拠点において、知的財産・産学官

連携活動を迅速に自主的な判断で行うことができる体制

となった。

各拠点毎の発明評価委員会は、学内専門家（教授など

の教員）、学外専門家及び知財管理スタッフにより構成

される。学外専門家の参加協力は、科学技術振興機構

（J S T）、特許弁理士、T L Oに依頼される。

7.4 著作権について

今回作成された「京都大学知的財産ポリシー」におい

ては、大学が組織的に管理・運用する対象とする著作物

は、当面、データベースおよびプログラム、デジタル・

コンテンツとし、必要に応じて取り扱い対象を広げてい

くこととしている。

教員等が作成した著作物（法人著作物を除く）につい

て、そのすべてが機関帰属の対象とされるのではなく、

その著作物に基づく著作権の管理を、大学において行う

ことを望む届け出がされた場合にのみ、大学は著作権を

機関帰属の対象とする。なお、機関帰属と決定された著

作物についての著作者への補償は、発明者への補償に準

じて行われる。

7.5 知的財産権の活用とT L Oとの連携

本部（知的財産部）は、特許等を管理し、権利化業務と

平行して、マーケティング等により特許等の活用を図る。

具体的には、特許等を情報メディア、医学、薬学、バ

イオ、材料等の技術分野に分け、それぞれライセンシン

グ戦略を策定し、これにもとづいて、各分野を得意とす

る適切なT L O等を業務提携などの協力関係を持ってパ

ートナーとして活用し、知的財産の社会への還元・活用

をおこなうことを方針としている。

8. 大学の知財マネジメント

8.1 知財確保のための財政的基盤

大学の法人化によって、各大学が行う特許出願から権

利化までに必要な特許関連経費（代理人費用など）は、

法人としての大学が負担することになった。このため、

大学内においてこれらの経費の財政的基盤を確保するこ

とが必要となった。

企業においても、限られた原資の中で、研究開発費と、

その成果を知的財産として権利化する費用とを適切に振

り分けることは重要な戦略事項の一つである。大学にお

いてもこのような経営的判断が求められることとなった

が、適切なバランスを見出すまでには多くの年月が必要

と思われる。

8.2 大学独自の知財マネジメント

大学の知的財産戦略として、大学が保有すべき発明・

特許を適切に評価・選択し、「知的創造サイクル」に乗

せることが求められている。

企業においては、永年その歴史を通じて、企業にとっ

て保有すべき発明・特許を適切に評価・選択するなどの

知財マネジメントのノウハウを保有している。大学には

そのような蓄積がないので、大学独自の知財マネジメン

トを確立する必要がある。このためには、大学内での人

材に加えて、企業等での実務経験者などの人材が必要不

可欠であるが、最終的には自ら人材を育成することが、

重要である。

大学においては、単に知財収入のみを目的として知財

戦略を推進することは不適切な方針と言える。過去の企

業の実績やT L Oの実績を考慮すると、ごく一部の大学

を除いて、知財経費の支出に比べて知財収入が上回る計

画を達成することは、困難なことであろう。しかし、大

学に知的財産の推進・管理を行う部門ができると、知的

財産によるライセンス収入の増大にのみ、その活動の重

点が置かれることが危惧される。

22）2004年7月より知財企画室を知的財産部に改組する予定
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大学においては、教育・研究・社会貢献の3つの使命

をバランスよく達成することが求められており、大学の

知的財産推進活動によって、大学の共同研究等の他の機

能が阻害されるようなことがあってはならない。大学に

あっては、自由な研究活動が促進され、共同研究などが

活発になるような知財マネジメントが行われるべきであ

る。当然、営利企業が持つ知的財産戦略と、大学の知的

財産戦略とは異なったものとなる。

京都大学においては、本部（知的財産部）が中心と

なって知的財産戦略を策定し知財マネジメントが行わ

れるが、この知的財産戦略の策定は産学官連携ポリシ

ー2 3）に基づいて決定し実行される。

この産学官連携ポリシーは、産学官連携検討ワーキン

グ・グループ2 4）で法人化に向けて、2 0 0 3年末より検討

され、今回新たな時代に合った新しいものが策定された。

9. 大学における知財推進の課題

法人化を迎えた大学にあって、知的財産の推進をさら

に進めるにおいては、以下の課題がある。

9.1 不実施補償

共同研究等において、その成果は大学と共同研究の相

手企業との共有となることが多い。大学においては、そ

の性格上、自ら特許等を実施することが無いので、これ

を理由に、いわゆる不実施補償金の支払いを、共有する

相手企業に要求することを原則としている。

この不実施補償の支払いについては、共同研究契約で

担保されるが、以下の問題を有する。

大学での研究段階では、研究成果を使用した最終製品

などがはっきり計画できない場合が多く、そのため適切

な不実施補償金の算定が、この時点では出来ない場合が

多い。結果として、適切な不実施補償金の算定等の条件

については、後日別途定めることとなる。これは、企業

側にとっては、債務だけを約束して重要な問題を先送り

した形になり、好ましく無いと言える。

大学側で、予め適切な不実施補償金の算定方法や、支

払いについてのガイドラインを定めて置く必要があると

思われる。

9.2 研究の自由度確保

共有の特許権や著作権については、特許法2 5）等によ

り、大学がこれらを第三者に実施許諾する場合、当該特

許権等の共有者である共同研究企業に同意を求める必要

がある。すなわち、第三者への実施権の許諾に対して、

当該特許権等の共有者は拒否権を有する。

しかしながら、一方では、大学の永年の研究成果の蓄

積は、広く社会において活用されるべきであり、この成

果の活用のためには、第三者への実施権許諾が必要であ

る。この場合に、成果の一部に、共有特許等があると、

共有者である共同研究企業が有するこの拒否権が、大学

の研究成果の更なる第三者への技術移転に際して、阻害

要因となる場合が生じる。

このため、大学においては企業独占を回避する手立て

を打っておく必要がある。公共的な理由で、必要と認め

た場合には、大学単独で共有特許について第三者に実施

許諾が可能な配慮が場合によっては必要である。共同研

究契約書において、例えば「必要な同意は本契約書にお

いて得られたものとする。」などの条項により、解決が

可能な場合もあろう。

9.3 学部生・院生の成果の取扱い

学部生や大学院生の発明について、原則機関帰属のル

ールを一律的に適用することはできない2 6）。したがって、

発明が生まれた場合には、個別契約によって発明の大学

への譲渡がなされることになる。このような発明の譲渡

契約においては、双方が自由な立場においてなされるこ

とが前提となる。大学においては、教授と指導される学

生・院生との間の関係は、対等では無いので、自由意思

23）2004年3月16日策定

24）座長：松重　和美　本学副学長

25）特許法第73条の規定など

26）学部生や大学院生の発明は、特許法35条で規定する「職務発明」に該当しないと考えられる
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にもとづく譲渡契約が担保され、契約の有効性が確保さ

れるような配慮が必要である。

またさらに、企業からの派遣等による社会人学生や研

究生の場合には、発明の帰属について深刻な問題を惹起

する。企業からの派遣等による社会人学生は、企業の営

業秘密などの蓄積された技術をベースに有しており、そ

の上に発明がなされた場合に、これを大学に帰属させる

契約は、派遣元の企業との間で問題となる。企業からの

派遣等による社会人学生は、発明を大学に譲渡すること

自体が、元の企業における発明管理規定に違反する可能

性がある。譲渡契約そのものが、社会人学生の所属企業

における職務規定違反となる可能性もある。

さらに大学が譲渡を受けた発明に基づいた特許によっ

て、その企業の活動が著しく制限される場合が生じる。

この場合、元の企業は、職務発明に基づく実施権2 7）を

主張するであろう。

一方、この発明を企業のものとし、企業によって特許

化されると、大学側の永年の研究成果の蓄積の一部が一

企業のものとなり、大学の成果の第三者への技術移転の

際に、障害となったり、以後の大学の研究活動が阻害さ

れることが予想される。

これらの場合、派遣元企業と大学との間で事前に契約

を締結しておくなどの対応が不可欠となる。

9.4 発明と著作権の取り扱いの差異

「京都大学知的財産ポリシー」においては、大学が組

織的に管理・運用する対象とする著作物は、当面、デ

ータベースおよびプログラム、デジタル・コンテンツ

とし、必要に応じて取り扱い対象を広げていくことと

している。

そして、教員等が作成した著作物（法人著作物を除く）

について、そのすべてを機関帰属の対象とせず、その著

作物に基づく著作権の管理を、著作者である教員等が、

大学に委託することを望む場合にのみ、機関帰属の対象

とすることとしている2 8）。

この点で、発明等について原則機関帰属としているのに

比して扱いが異なっており、学内でも課題とされている。

特に、プログラム等が個人帰属となる一方で特許等が

機関帰属となると、プログラム等とそれに関連する特許

等がパッケージライセンスされるような場合に、ライセ

ンスを受け入れる企業にとっては、契約交渉先が、大学

と著作権者（研究者）の二者となり、条件交渉などに障

害となることが想定される。大学側としては、法人著作

物となるような施策を講じておくことが必要であろう。

京都大学の現状では、著作権全てを機関帰属としても、

管理運用面で十分な知財の活用が図れない恐れがあり、

教員に不利益を招くとの判断で、当面の実情に合わせた

政策がとられている。

9.5 大学所有の特許の価値評価

大学において、特許が実施されないと、大学発発明者

が発明を大学に譲渡したことで得られるものは、出願時

補償金のみとなる。収入時補償金は、特許ライセンスを

行い実施料が入った場合のものであり、企業等で実施さ

れない発明には、この補償はない。

現在存在するT L Oの知財ライセンス収入の実績2 9）を

考慮すると、大学の特許の価値評価を実施料収入のみで

行うと、経費支出とのバランスが取れないことは明白で

あろう。

大学が期待する不実施補償金についても、企業の防衛

出願にされた場合は、大学側の収入はゼロである。

したがって、大学内の発明者へのインセンティブの面

からも、また大学の特許の費用対効果の面からも、特許

の価値評価を、実施料収入でのみで行うと、経費支出と

のバランスが取れないばかりか、譲渡した教員の側から

も不満の声が出る結果を招くことになるであろう。

大学における知的財産推進活動の評価は、大学の教

育・研究・社会貢献の3つの使命にどのように寄与した

かが考慮されるべきであり、幅広い評価をバランスよく

行うことが必要であると思われる。

27）特許法35条第1項による

28）著作権については、特許等のように取得から登録維持に至るまでの費用は不要

29）2003年末で、全国37機関のトータルが約12億円（実施された特許数1039件）
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