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はじめに

当生研支援センターが委託する国の研究資金を使っ
た委託研究事業は、その研究成果を社会実装するこ
とで、日本国の産業発展につながり、国民生活が向
上することが期待されています。

そのためには、研究を適切に管理して、そこで生ま
れた成果（知的財産）を管理・活用することが重要
です。

研究計画を立てるに当たって知的財産の取扱いにつ
いてご留意いただきたい点をご説明します。
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１．知的財産とは

２．委託研究資金における
知的財産の取り扱い
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知的財産とは

スマートフォン → 複数の知的財産の組合せ

バッテリー
→特許権

製品名
→商標権

アプリ
→著作権

デザイン
→意匠権

権利は、それを保護したい国ごとに登録する



【知的財産：知的財産基本法第2条】

発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の

創造的活動により生み出されるもの（発見又は解明がされ

た自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があ

るものを含む。）、商標、商号その他事業活動に用いられ

る商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業

活動に有用な技術上又は営業上の情報

【知的財産権：知的財産基本法第2条】

特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権
その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は
法律上保護される利益に係る権利

知的財産、知的財産権



【知的財産権制度】

知的創造活動によって生み出されたものを、創作した人
の財産として保護するための制度。産業の発達や文化
の発展に寄与

創作した人の

権利の保護

産業の発展、

文化の発展

出典：特許庁パンフレット2012 年版～知的創造時代を拓くために～

研究開発
（創造）

権利取得
（保護）

コスト回収
（活用）

知的財産権制度



法律 保護対象 保護期間

特許法 発明（特許権） 出願から20年（一部権利は
最長25年まで延長可能）

実用新案法 考案（実用新案権） 出願から10年

意匠法 デザイン（意匠権） 登録から20年※

著作権法 著作物（著作権） 死後（公表後）70年

半導体集積回路
の回路配置に関

する法律

半導体集積回路の回路配置（回路配置利用権） 登録から10年

種苗法 植物の新品種（育成者権） 登録から25年
（樹木30年）

不正競争防止法 営業秘密（営業秘密に関する権利）
商品等表示（商品表示に関する権利）

保護要件を満たす限り
無期限

商標法 商品・役務（サービス）に使用する商標に蓄積
された信用（商標権）

登録から10年（更新可能）

商法 商号（商号に関する権利）

○特許権、実用新案権、意匠権、商標権を総称して、産業財産権という。

※令和元年5月17日法律第３号により、意匠権の存続期間の終期が
「登録日から20年」から「出願日から25年」に変更されることとなった。

知的財産権の種類



知的財産権の基本 ① 特許権

特許権：「発明」を保護

【自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの】

・登録することで権利が保護される

登録は権利の保護を受けたい国ごとに行う

・発明の内容は全世界に公開される

（要件）

新規性＝新しい発明（判断時期：出願時、判断地域：全世界）

進歩性＝従来より優れた技術

先願主義＝一番最初に出願した発明

※この他、産業上利用できること、公序良俗に反しない、公衆衛生を害さないこと

（効果）

・一定期間独占的に実施できる権利（自己実施、実施許諾）

・侵害されたとき：差止請求、損害賠償請求、刑事罰



知的財産の基本 ② 新規性喪失

新規性喪失の例外規定の適用（特許法第30条）

原則：公開された発明は特許を取得することができない

例外：公開後、１年以内に特許出願すれば、権利化

できる場合がある。

ただし、

公開と特許出願の間に、第三者が公開した発明や当該

発明の改良発明を出願した場合、特許権を取得できない。

欧州など同様の制度がない外国では、権利化できない。

発明が完成したら、なるべく早く出願する

公表（論文発表等）は、特許出願後に行う

出願前に論文等で公表してしまった場合



特許権の効力は特許権を取得した国の領域内に限られる
（属地主義）

日本の特許法に基づいて取得した特許権は、日本国のみで有効。
外国で特許権を取得したい場合は、その国で特許権を取得する
ことが必要

①パリ条約に基づく優先権制度を利用した出願
各国の法令に従い、出願・審査・登録が行われる
・日本特許庁に出願した上で、権利を取得したい国に直接出願する方法
・現地の特許法に基づき、現地代理人を通じて出願

②PCT（特許協力条約）に基づく出願（PCT国際出願）
PCT加盟国の特許庁に対して、日本の特許庁を経由して簡
便な手続きで特許出願ができる制度
・出願日が確保でき、出願手続きが簡易
・特許性判断のための調査結果が早期に取得可
・各国移行まで優先日から猶予期間は30ヶ月

知的財産の基本 ③ 特許出願



育成者権：「植物の品種」を保護
【重要な形質に係る特性の全部又は一部によって他の植物体

の集合と区別することができ、かつ、その特性の全部を保持

しつつ繁殖させることができる一の植物体の集合】

知的財産の基本 ④ 育成者権

・登録することで権利が保護される

登録は権利を取得したい国ごとに行う

・品種の概要は全世界に公開される

（要件）

区別性、均一性、安定性、未譲渡性、名称の適切性

（効果）

・登録品種の「種苗」「収穫物」「加工品」を一定期間
独占的に実施できる（自己実施、実施許諾）

・侵害されたとき：差止請求、損害賠償請求、刑事罰



ブーメランリスク

外国出願における留意点

◆ 外国で出願・権利化した知的財産権を使って海外で生産
した場合に想定されるリスク
⇒ ブーメランリスク

日本よりも安い人件費を使い生産した安価な農産物が海外

から日本に輸出され、国内産農産物が価格競争にまきこま
れたり、販売量が減るリスク

ブーメランを防ぐための防御策を考える
・日本への輸出を制限する契約を締結

・検疫のため輸入できない、輸入しにくい品目や、長距離輸送に

向かない品目を海外展開 ．．．



まとめ

◆ 知的財産

発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の

人間の創造的活動により生み出されるもの

◆ 知的財産権制度

人間の幅広い知的創造活動の成果について、その
創作者に一定期間の権利保護を与えるようにした
制度

◆ 権利は国ごとに審査、登録される。
海外からのブーメランリスクには注意
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知的財産に関する方針

２.我が国の農林水産業・食品産業等の競争力強化に大きな

貢献が期待される技術について、他者への流出による模倣

等を防ぐためクローズにする領域と、他者に活用させるた

めオープンにする領域を戦略的に形成することによって、

競争力強化に確実に結び付ける

農林水産研究基本計画（H27年3月農林水産技術会議決定）

農林水産研究における知的財産に関する基本方針

１.研究成果を、農林水産業・食品加工業等の現場における

事業としての活用を通じて、新たな消費者価値の創出に

結び付け、社会に還元する



研究成果の実用化・事業化を目指し、
出口戦略を見据えて研究開発を実施する

実用化を想定した権利化方針

研究開発段階から、研究成果の実用化及び利活用を想定し、
得られる予定の成果について、
「権利化する」 ⇒ 特許権、実用新案権、意匠権、

育成者権 等
「権利化しない」⇒ 秘匿化、公知化

などの権利化等の方針を策定する

商品化・事業化を通じて産業利用が
期待される技術・品種は権利化する



研究成果に適した知的財産のパッケージ化

知的財産のパッケージ化

◆権利化と秘匿化の組合せ
・機能性素材（特許権）と製法（ノウハウ）

◆複数の知的財産権の組合せ
・機能（特許権）と形状（意匠権）

・特徴的な遺伝子（特許権）と当該遺伝子を有する
植物体（育成者権）

・機能性のある品種（育成者権）と加工技術（特許）

・コンピュータ・ソフトウェア発明（特許権）と
プログラム（著作権）



生研支援センター代表機関

Ａ機関

Ｂ機関

Ｃ機関

Ｅ社
（Dと共同出願） Ｆ社

（Cと共同出願）

委託試験研究契約

共同研究契約

（コンソーシアム構成員）

G社

第三者

コンソーシアム協定書

契約～知財に関連して～

コンソーシアム

◆バイドール条項の適用



知的財産の帰属：バイドール条項

バイドール
・受託者と委託者間で、委託研究で生じた知的財産を

100％受託者に帰属させることができる条項
・コンソーシアムの代表機関から「確認書」を生研支援

センターに提出する。

目的：政府の資金による研究開発から生じた成果の事業
化の促進

◆受託者に帰属させうる知的財産権
特許権（特許を受ける権利（特許法））・実用新案権（実用新案登録を受ける権利（実用新案

法））・意匠権（意匠登録を受ける権利（意匠法））・著作権（著作権法）・育成者権（種苗

法）・回路配置利用権（回路配置利用権の設定の登録を受ける権利（半導体集積回路の回路配置に

関する法律））

◆請負ソフトウェア開発



バイ・ドールの条件

受託者に知的財産権を帰属させることができる条件

１．研究成果が得られた場合には国に報告すること。

２．国が公共の利益のために必要がある場合に、当該知的
財産権を無償で国に実施許諾すること。

３．当該知的財産権を相当期間利用していない場合に、国
の要請に基づいて第三者に当該知的財産権を実施許諾
すること。

４．当該知的財産権の移転又は当該知的財産権を利用する
権利の設定・移転の承諾にあたって、あらかじめ国の
承認を受けること。

※産業技術力強化法 第17条（平成31年⒋月1日改正）



出願書類に国が委託した研究開発の成果
に係る特許出願であることを明記すること

日本版バイ・ドール規定の適用を受ける特許権等出願の
場合の記載例

【国等の委託研究の成果に係る記載事項】

令和○年度、○○省、○○委託事業、産業技術力強化法
第17条の適用を受ける特許出願

https://www.meti.go.jp/policy/economy/gijutsu_kakushin/innovation_policy/bayh_dole_act.html

※特許法施行規則第23条第６項
産業技術力強化法（平成十二年法律第四十四号）第十九条☆に規定する特定研究開発等成果に係る特許出願を
するときは、願書にその旨を記載しなければならない。

（☆不正競争防止法改正により、19条が17条に条ずれしている。）

バイ・ドール適用のための注意点



委託契約：報告義務

研究開始前
委託契約の締結
・確認書の提出

知財合意書・権利化
等方針の検討
・研究における

知財の帰属

・バッググラウンド
知財の取扱

・フォアグラウンド
知財の取扱

研究中
・発明が生じたとき

・プログラムを創作したとき

・新品種を創出したとき

・成果を自己実施したいとき

・成果を第三者へ実施許諾したいとき

・成果を公表したいとき

・権利を移転したいとき

研究終了後

当該研究から生じた成果に関しては、
研究終了後も報告する必要がある



委託業務の成果の取り扱い

委託業務を実施した結果得られた成果について

◆ 成果の公表
構成員は委託期間中又は委託期間終了後に
おいて、成果を適切に公表すること
（未出願の特許権等やノウハウ等は除く）

◆ 第三者への不正な流出の防止
構成員は従業員との間で、退職後の取り決め
を含めた秘密保持契約を締結



委託研究資金と知財関連費用

◆ 知的財産の出願・維持にかかる費用は、権利者
が持ち分に応じて負担

◆ 委託研究資金の間接経費として、
特許関連経費の一部を計上することが可能

・当該委託事業で得られた成果の権利化に伴う
費用

・国内、外国出願から登録、維持に必要な経費
（特許出願、出願審査請求、補正、審判等。PCT出願も含む）



生研支援センター代表機関

Ａ機関

Ｂ機関

Ｃ機関

Ｅ社
（Dと共同出願） Ｆ社

（Cと共同出願）

委託試験研究契約

◆第三者を共同出願人に
加える理由書

◆共同出願契約の締結

（コンソーシアム構成員）

G社

第三者

コンソーシアム協定書

コンソーシアム

契約～第三者との契約～



構成員と第三者

【第三者が参加することのメリット】
・社会実装への展開が容易
・第三者の保有技術を活用できる
・参加自体を表向き伏せることが可能

【原則】
コンソーシアムの構成員で研究を実施

【例外】
第三者は構成員の業務に協力できる。
但し、研究費の配分、成果の単独発表・出願等は不可。

【第三者参加の問題点】
・情報ただ乗りの可能性（コンソーシアム内では契約により情報管理

が徹底されているが、第三者は契約による義務が及ばないため情報
を自由に活用可能）

・利益の不正供与の可能性と解釈される可能性
・コンソーシアム構成員のライバル会社・機関である可能性



まとめ

◆ 実用化を想定して権利化方針を立てる
事業化を見据えて研究成果の実用化・事業化を目指
し、出口戦略を見据えて研究開発を実施する

◆ コンソーシアムの構成員と第三者との関係を整理し、
適切に契約を結ぶ

◆ バイ・ドール条項の適用
適用条件を遵守し、適用を希望する場合は、出願
書類に該当する出願であることを記載する



１．知的財産とは

２．委託研究資金における
知的財産の取り扱い

３．委託研究資金応募に際しての
留意事項



フォアグラウンド知財・バックグラウンド知財

◆フォアグラウンド知財（知的財産）とは？
・委託研究事業の実施により得られた知的財産権

◆バックグラウンド知財（知的財産）とは？
・委託研究事業開始前から保有していた知的財産権
・委託研究事業開始後に、この委託研究事業の実施

とは関係なく取得した知的財産権

◆知財合意書とは？
・委託研究事業の研究成果の社会実装を目的として、

戦略的かつ適切な知的財産マネジメントの方針に
係わる、コンソーシアム構成員※の合意事項

※ 複数の研究課題に対して、コンソーシアム内に各研究課題に対応したチームを構成して研究開発
に取り組む場合は、全構成員で合意する事項以外に、チームごとに合意する事項を設けることも
できる



１．事業化、実用化、社会実装に向けた出口戦略
例えば５年後の事業化等の内容

２．知財戦略、国際標準化等の出口戦略

３．バイ・ドール条項の適用と知財合意書の検討

社会実装に向けた戦略等の検討

センターの委託研究事業の目的：成果の社会実装化

◆知財合意書：コンソーシアム内での知的財産の取り扱いに関する基本方針

◆生研支援センターが実施する委託業務における知財合意書及び知的財産の権利化等方針の作成について
http://www.naro.affrc.go.jp/laboratory/brain/contents/jimuyoryo_hosoku.pdf



特許技術調査等の文献調査

１.重複研究、重複投資（労力、時間、研究費）の防止

２.効率的な研究が遂行できる

３.特許侵害を回避する

４.研究成果の実用化・事業化を推進する

文献調査（特許調査・論文等公知情報）により、
研究開始時から事業化や権利化を明確にする



研究課題企画・立案時、研究実施中、特許等出願前
など、必要に応じて実施

特許調査 必要に応じて特許出願前の再調査

必要に応じて

←研究戦略策定→← 研究実施 → ←  1年 → →事業化(実施許諾)

•
研究課題の
企画・立案時

課題の設定

特許出願

民間企業に
おいては、
製品上市を
決定する。

（優先権主張出願）

文献調査の時期

◆特許調査：特許情報プラットフォーム （J-PlatPat）https://www.j-platpat.inpit.go.jp/
・誰でも無料で検索ができる
・外国特許文献（米国、EPO、中国、韓国、WIPO他）も収録

◆論文検索：国内論文（CiNii）https://ci.nii.ac.jp/
外国論文も含む https://scholar.google.co.jp/、https://www.plos.org/

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/
https://ci.nii.ac.jp/
https://scholar.google.co.jp/
https://www.plos.org/


まとめ

◆ 文献調査・特許調査を行う

◆ 採択後は、委託研究契約書の規定に沿って、
決められた時期に報告をする
委託研究期間終了後も報告義務は残る

◆ 応募に際しては公募要領を、
採択後は実施要領、契約書及び関係資料を
十分に確認する



知財が関連するリスク



ご静聴ありがとうございました


