
1 
ch14_Intellectual-Property-&-Technology-Transfer_ja_20211101_cl 

沖縄科学技術大学院大学 

基本方針・ルール・手続き 

 

理事長・学長決定 

 

第14章 知的財産及び技術移転 

 

14.1 基本方針 

沖縄科学技術大学院大学（「本学」）が使命とする研究及び教育は、知的財産の

開発よりはるかに重要なものです。しかし、本学における教育及び研究には、本

学のみならずより広い世界への恩恵となる新しい思想、方法、物質、装置等の豊

富な源泉となる可能性があることも本学はよく理解しています。  

 

一定の基準を満たす新しい思想、方法、物質、装置、創作及び発見の所有者は、

その所有に係る知的財産を利用し商業化する独占的権利を与えられます。そのた

め、知的財産は本学の研究及び教育を支える自由な収入となる可能性を秘めてい

ます。知的財産は、教員、学生、職員その他の人的資源に次ぐ、本学の最も重要

な資産なのです。 

 

それゆえ、本学の教員（本学と雇用関係のある学生を含みます。）若しくは職員

による本学の職務遂行の過程において、若しくは、本学の資源の「単なる付随的

な利用を超える利用」によって（客員の研究員等、本学の被用者以外の者の場合

は、この利用に該当するといえます。）、着想された、創作された、開発された、

又は最初に全体若しくは一部が実施された、全ての知的財産は、特別の規定がな

い限り、原則として本学に帰属します。本学コミュニティに属する全ての人員は、

他の本学の資産と同様に、本学の知的財産を保全、管理及び保護することが求め

られます。何らかの理由で特許性の低い発明であっても同様です。なぜなら、例

えば営業秘密[link: 14.8.9]や技術的「ノウハウ」のように、これらも十分に財

産的価値及び重要性を有するからです。 

 

本学の知的財産に由来する使用料等その他これに類似する報酬は、本学と発明者

／著作者との間で分配する[link: 14.3.7.3]のが本学の方針です。 

 

教職員（本学と雇用関係のある学生を含みます。）の他、本学の知的財産に係る

基本方針に関する規定は、以下の者にも適用されます。 

• 全ての大学院生及び博士研究員（ポスドク） 
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• 本学の研究プロジェクトに従事する被用者以外の者全て（例

えば、客員の教員、産業界からの人員、フェロー等） 

 

14.2 留意すべき事項 

 

14.2.1 守秘義務 

非開示契約及び秘密保持契約は重大な懸念を引き起こします。この種の契

約の条項は、本学の「オープンな研究環境」の基本方針[link: 1.3.1]と

相反する可能性があります。情報の秘密維持義務を課す契約の拘束力は、

本学の教員がそれぞれの選択により研究を探求する能力を厳しく制限し、

かつ、教員及び研究者の活動から派生する思想及び発明を本学が保護する

ことを不可能にします。一旦契約に署名してしまうと、非開示契約又は秘

密保持契約のいかなる違反も、開示者に不利な評価による禁止命令や金銭

的損害につながり得ます。そのため、本学が、財産性があるか、秘密性が

あるか、又はそうでなければその他の非開示契約の対象となる、情報若し

くは物の受領者になると思われる場合にはいつでも、統括弁護士

[link:2.5]に予め相談することが不可欠です。統括弁護士の書面による承

認を予め得ることなく、本学に守秘義務の効力を及ぼす署名をすることは

禁止されます。 

 

14.2.2 知的財産 

「知的財産」は、特に、特許[link: 14.8.6]、著作権[link: 14.8.2]、商

標[link: 14.8.10]及び営業秘密[link: 14.8.9]を対象とする法に基づき

保護を受ける、新しい、装置、方法、化合物、物質及び著作（ソフトウェ

ア等）を含みます。 

 

14.2.3 本学の資源の単なる付随的な利用を超える利用 

「本学の資源の単なる付随的な利用を超える利用[link: 14.8.5]」とは、

学術目的で本学が提供する、専門的な、研究に関する、施設、設備、備品

又は職員の最小限の利用を超える利用をいい、「勤務時間」の著しい利用

も同様です。 

 

以下のものを時々及び頻繁でなく利用しても、通常、「本学の資源の単な

る付随的な利用を超える利用」に該当しません。 

 

• 日常的に利用することができる、デスクトップコンピュータや市販
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のソフトウェアを含む事務用機器 

• 本学のキャンパスにおいて収集された参考資料又はその他の資源で

あって、本学外の場所においても一般的に利用することができるも

の。 

 

14.2.4 権利の譲渡 

技術移転セクション（ＴＬＳ）が発明の特許を受ける、及び／又は、実施

を許諾する手続きを遅滞なく進めることができない場合、又は手続を進め

ない決定をする場合は、ＴＬＳは、発明者若しくは複数の発明者の請求に

より、当該発明を援助した又は当該発明に関係する委託者との契約条件の

下で可能な限り、（当該発明に関する知的財産の）所有権を当該発明者に

譲渡することができます。この場合、当該発明者は、当該委託者に商業的

展開に関する綿密に検討された計画を示すことで、当該委託者との間の契

約に基づきなされた発明についての権利の付与を当該委託者から受けるこ

とができる可能性があります。 

 

14.2.5 パブリックドメイン 

ＴＬＳへの相談の後、発明者は、又は複数の発明者においては共同して、

発明をパブリックドメイン[link: 14.8.7]に帰すことができます。ただし、

パブリックドメインに帰すことが技術移転にとって最も有益であり、かつ、

そのようにしても当該業務を援助又は規律するいかなる契約にも反しない

場合でなければなりません。本学は、発明者が適切に発明をパブリックド

メインに帰した場合には、知的財産権を主張しません。 

 

14.2.6 報告 

研究を本学に委託する者は、特許性の有無にかかわらず全ての発明につい

て報告を要求することが通常です。 

 

14.3 ルール 

 

14.3.1 潜在的知的財産の開示義務 

本学の職務遂行の過程において本学の教員若しくは職員（本学と雇用関係

のある学生を含みます。）によって、若しくは本学の資源の「単なる付随

的な利用を超える利用」によって、着想された若しくは最初に全体若しく

は一部が実施された、全ての潜在的特許性を有する発明、又は「著作物性

を有する著作物」は、様式「発明開示書[link:14.6]」により、ＴＬＳを
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経由して本学に対して遅滞なく開示されなければなりません。 

 

14.3.1.1 大学院生、博士研究員（ポスドク）、客員の研究員及び

科学者、並びにその他の本学被用者以外の者は、本学の研究プロジ

ェクトに従事している過程において、若しくは本学の資源の「単な

る付随的な利用を超える利用」によって、着想された又は最初に全

体若しくは一部が実施された、全ての潜在的特許性を有する発明を

本学に対して開示しなければなりません。 

 

14.3.1.2 上記の発明についての権原は、その財源にかかわらず、

本学に譲渡されなければいけません（ＰＣＡ[link:14.6]）。 

 

14.3.2 守秘義務 

本学のいかなる人員も、統括弁護士の書面による承認を予め得ることなく、

本学に守秘義務の効力を及ぼす契約に署名をしてはなりません

（14.2.1[link: 14.2.1]を参照）。 

 

14.3.3 使用料等の分配 

本学は、本学に譲渡された発明から得た使用料等をこの基本方針の他の規

定に定めるところに従って、発明者との間で分配[link: 14.3.7.3]します。 

 

14.3.4 所有権の譲渡 

（14.2.4章[link: 14.2.4]を参照）。 

 

14.3.5 免除 

この基本方針の規定の免除は、学長又は学長の指定する者が、特に、本学

が委託者に対して負う義務、当該免除が技術移転にとって最も有益である

か否か、当該免除が本学にとって最も有益であるか否か、及び当該免除が

利益相反をもたらすか否かを考慮して、案件毎に個別に決定します。また、

学長は、これらの規定を拡大解釈することができ、同一の事情及び本学と

発明者との関係に鑑みて適切であれば、本学との雇用契約のない学生、客

員の研究生、及びその他の本学被用者以外の者が、本学の資源を「単なる

付随的な利用を超えて利用」し、創作した又は発見した、潜在的特許性を

有する発明の所有権について、本ルールを適用するものとします。 

 

14.3.6 特許に関するルール 
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14.3.6.1 特許等に関する合意書。全ての教員、職員、本学と雇用

関係のある学生、大学院生、及び博士研究員（ポスドク）は、着任

時に沖縄科学技術大学院大学特許及び著作権に関する合意書（ＰＣ

Ａ[link:14.6]）を締結しなければなりません。また、本学の研究

プロジェクトに従事する又は従事しようとする被用者以外の者もＰ

ＣＡを締結しなければなりません。  

 

知的財産の開示及び譲渡に関して既になんらかの義務を負っている

者とは、上記ＰＣＡを修正した合意書を締結します。この点につい

ては、「沖縄科学技術大学院大学特許及び著作権に関する合意書

（他の雇用主と既に類似の合意書を締結している者用）（ＰＣＡ２

[link:14.6]）」を参照して下さい。各職員の配属部署が当該職員

の着任時にＰＣＡ又はＰＣＡ２を作成しなければなりません。 

 

14.3.6.2 発明開示[link: 14.8.4]。発明者は、本学の職務遂行の

過程において、若しくは本学の資源の「単なる付随的な利用を超え

る利用」によって、着想された、又は最初に全体若しくは一部が現

実に実施された、潜在的特許性を有する発明のそれぞれについて、

遅滞なく発明開示書を作成し、提出しなければなりません。発明者

は、発明及びその他の関連事実を記載した発明開示書[link:14.6]

を作成し、ＴＬＳに提出します。ＴＬＳは、提出日から10業務日以

内に、当該発明について事業化可能性評価委員会[link: ]による評

価の要否を決定します。 

 

14.3.6.2.1 実施に関する考慮。この基本方針の適用を受け

る各個人は、新しい発見が潜在的特許性の有無の評価を受け

るために本学に開示するべき水準の発明[link: 14.8.3]であ

るか否かを合理的かつ誠実に判断することが求められます。

ＴＬＳは、当該発明の価値を評価する事業化可能性評価委員

会の招集の要否について、適切な専門性を発揮してできる限

り早く決定するものとします。 

 

14.3.6.2.2 特許性の低い発明の価値。何らかの理由で特許

を取得することができない発明であっても、例えば営業秘密

や技術的ノウハウのように、財産的価値と秘匿性を有する財
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産的情報を包含するものは、財産的価値及び重要性を有しま

す。研究を本学に委託する者は、通常、特許性の有無にかか

わらず全ての発明について報告を要求します。 

 

14.3.7 特許の実施許諾（ライセンス契約締結）  

本学は、産業界が、本学の研究から生ずる発明及び技術を、公共の利用及

び利益を目的として開発することを奨励します。また、特許又は著作権の

形をした財産権を保護することによって、企業がその発明を展開するため

に人的及び財産的資源を投資するリスクを負うことを奨励すること、そし

てそのことは特に基礎研究に基づく発明について顕著であることもよく理

解しています。そして、時には、企業が商業的展開及び生産を実施するイ

ンセンティブを与えるために、独占的実施を許諾することも必要かもしれ

ません。また、非独占的実施許諾であれば、複数の企業が発明を有効に活

用することも可能です。 

 

全ての発明が特許性を有するわけではありません。特許性に関する問題は、

多くの場合複雑であり、通常、専門家による判断を必要とします。とはい

え、発明がその発明の分野における通常の知識を有する者（当業者）にと

って自明なことであってはいけないということが、特許性を判断する重要

な基準であるといわれています。そして、すでに公に知られていない、あ

るいは国内外を問わずいずれかの地で発行された文献に記載されていない、

という意味で新規性を持つものでもなければなりません。 

 

14.3.7.1 優先事項。本学の研究及び教育の使命は、常に特許に関

する考慮に優先します。本学は特許開発の恩恵を十分理解していま

すが、本学の研究の方向性が、特許に関する考慮又は個人の金銭的

利益により、定められ、あるいは不当な影響を受けたりしないこと

が最も重要です。なお、研究及び教育を優先することによって、発

明者のＴＬＳへの発明開示義務を免除するものではありません。  

 

14.3.7.2 実施許諾の責任。ＴＬＳは、本学が所有する商業化の可

能性のある発明の、評価、市場調査、交渉及び実施許諾を担当しま

す。 

 

14.3.7.3 使用料等の分配と資本参加。現金収入使用料等及び資本

参加は、原則として以下に従います。 
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14.3.7.3.1 現金収入使用料等。ＴＬＳの経費を控除した後、

使用料等収入は 3 等分され、発明者、発明者の所属する研究

室及び本学にそれぞれ 3 分の 1 ずつ分配されます。研究室が

複数ある場合は、研究室へ分配される 3 分の 1 について、発

明者がその発明への貢献を考慮して各研究室への分配を指定

します。発明者の所属する研究室が解散した場合は、当該研

究室への分配分は本学に譲渡されます。 

 

14.3.7.3.1.1 総使用料等収入から、まずＴＬＳの管

理経費として 15%が、次に特許出願費用等の直接経費

が控除されます。 

 

14.3.7.3.1.2 使用料等の分配に関する意見の不一致

は、ＴＬＳが審査とその解決を担当します。ＴＬＳの

決定結果に不服のある当事者は、学長に不服申立てを

することができます。 

 

14.3.7.3.2 資本参加。本学は、実施許諾契約の一部として、

法人実施権者に資本参加することがあります（売上ベースの

使用料等収入を含むその他全ての現金収入は上記

14.3.7.3.1の規定に従い分配されます）。 

 

14.3.7.4 特許性の喪失。当初特許性を有していた発明が、様々な

理由で特許性を喪失することがあります。（例えば、）学会誌への

開示又はその他の行為により発明の内容が一般に知られた後、一定

期間内に特許庁に出願をしなければ、発明は特許性を喪失します。 

 

14.3.7.5 国際特許出願による保護。国際特許出願による保護は世

界規模で製品開発をする産業にとって重要な意義を有します。国際

特許出願は特許協力条約（ＰＣＴ）経由によって行います。ＰＣＴ

手続は、出願人にとって多くの利点があります。その一例は、出願

後、外国で保護を受けるか否かを決定するまで１８ヵ月の猶予期間

が与えられることです。 
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14.3.8 著作権に関するルール 

著作権は、著作権法の対象となる、最初に創作された、ソフトウェアその

他の著作物に関する知的財産の所有権及び複製に関する権利です。著作物

の複製に関する全ての権利は、「職務著作物」（著作権が本学に帰属する

ことを規定する著作物に関する契約）に該当する場合、特定プロジェクト

の遂行のために本学から直接の資金分配による支援を受ける場合、本学に

よる委託の場合、本学の資源又は人的資源を「単なる付随的な利用を超え

て利用」する場合、又はその他の契約上の義務の対象となる場合を除き、

著作物の創作者が留保するのが本学の方針です。 

 

本学の著作権に関する方針は、以下の項目の達成を目的としています。 

• 本学における自由で創作的な表現の育成、並びに思想及び活

動の交流を可能にすること。 

• 学術的著作の公表に関して伝統的に本学が有する慣行と特権

を保全すること。 

• 本学において制作された著作権の対象となり得る物から生ず

る収入を分配するための原則と手続を確立すること。 

• 本学の資産と出版権を保護すること。 

 

本学における全ての教員、職員、雇用関係のある学生、大学院生及び博士

研究員（ポスドク）、並びに、本学の教育及び／若しくは研究、若しくは

奨学金事業に従事又は従事しようとする被用者以外の者は、この基本方針

に拘束されます。また、これらの者は、特許及び著作権に関する合意書

（ＰＣＡ又はＰＣＡ２[link: 14.6]）を締結しなければなりません。ＰＣ

Ａは、一部の例外を除き、本学における活動から生ずる「著作物性を有す

る著作物」に係る権利を本学に譲渡する契約です。ただし、この基本方針

の適用により、この基本方針の適用対象となる者については、ＰＣＡの締

結の有無及び記録の有無に関わらず、「著作物性を有する著作物」に係る

権利を譲渡したものとみなされます。前記の著作物について本学が受け取

る使用料等収入は、通常、以下に規定する本学の基本方針に従い分配され

ます。物理的に具体化された「著作物性を有する著作物」は、本学の研究

成果有体物に関するルール[link: 14.3.9]の対象となることもあります. 

 

14.3.8.1 著作権保護の範囲。著作権保護は、思想、方法、概念、

発見等それ自体には及ばず、具体化、描写又は説明された著作物の

みに及びます。例えば、製造方法を記述した説明は、著作権の対象
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となりますが、著作権は、その説明が無許諾で複製されることのみ

を防ぐものであり、記載された方法自体は、特許等、他の方法によ

る保護を受ける場合を除き、自由に模倣することができます。著作

権法に規定される各種の例外及び制限に服する他、著作権の所有者

は、その著作物を複製する独占的権利を有し、二次的著作物を創作

したり、又は販売等の方法により市場に流通させたり、公に展示し

たり実演したりすることができます。著作権に係る所有権は、著作

物が具現化された有体物の所有権とは別個独立して生じます。例え

ば、ある人がビデオテープを購入したとします。この人はビデオテ

ープの所有権を取得しますが、その内容を一般に公開して利益を得

る権利まで必ずしも取得しません。 

 

14.3.8.1.1 書籍、論説、及びこれに類似の著作物（特許性

のないソフトウェアを含む）。この章の規定の対象となる範

囲を除き、その表現形式がいかなるものであっても、本学は、

教育学的、学術的又は芸術的著作物の所有権を主張しません。

これらの著作物には、教育の過程において学生が創作する学

位論文、論文、論説も含みます。一般向けノンフィクション、

小説、教科書、詩歌、楽曲、特許性のないソフトウェア又は

その他の芸術的創作物について、それらが、本学の著作物で

なく、そして、本学の資源、又は本学の非教員被用者が職務

として行う役務を著しく利用したものでない場合、本学は、

それら（に係る著作権）について所有権を一切主張しません。 

 

14.3.8.2 本学の著作物。本学は、本学の著作物として創作された

著作物の所有権を保有します。本学の著作物は、本学の資金の具体

的配分により支援される著作物又は具体的な本学の目的のために本

学の指示により創作された著作物を含みます。また、本学の著作物

には、一人又は複数の個別の著作者による著作物というよりは、む

しろ複数の教員及び学生による同時又は長期にわたる一連の貢献に

よって創作された著作物に該当するものも含みます。例えば、複数

の教員及び学生が長期にわたり開発及び改良したソフトウェアツー

ルのように、著作者を一名又は特定のグループに限定することが適

切でないものは本学の著作物に該当します。しかし、単に複数の個

人が著作物の創作に貢献したという事実があるだけでは、そのこと

から直ちにその著作物が本学の著作物を構成するとの結論が導かれ
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ることはありません。 

 

14.3.8.3 被用者以外の者による著作物。コンサルタント、独立し

た契約当事者等（被用者以外の第三者）による著作物は、著作権の

帰属に関する契約が別途締結されている場合を除き、原則として本

学ではなくその著作者に著作権が帰属します。しかしながら、上記

著作物の所有権を本学が取得するとするのが本学の基本方針です。

従って、本学は、原則として、所有権を被用者以外の第三者から本

学に譲渡し、被用者以外の第三者は、本学による著作物の自由な使

用及び利用許諾に同意する、との書面による契約を要求します。本

学において、全ての教職員、雇用関係のある学生、大学院生及び博

士研究員（ポスドク）、並びに本学の教育及び／若しくは研究、又

は奨学金事業に従事又は従事しようとする被用者以外の者は、速や

かに統括弁護士に連絡をとり、被用者以外の第三者との契約が適切

なものとなるようにする必要があります。被用者以外の第三者が作

成し、本学が保有することとなる著作物の例として、以下のものが

挙げられます。 

• 委託研究の成果  

• コンサルタント又は再委託事業者による報告書 

• コンピュータソフトウェア 

• 建築用図面又は設計図 

• 図解又は意匠図 

• 芸術的著作物 

 

14.3.8.3.1 第21章「大学資源の使用[link: 21]」において

説明するとおり、本学の資源は本学の目的にのみ使用される

ものであり、個人の利益若しくは商業上の利益のため、又は

その他の本学と無関係の目的に使用されてはならないもので

す。従って、「著作物性を有する著作物」の創作者が、本学

の被用者でない者により提供される役務又は本学の資源を、

「単なる付随的な利用を超えて利用[link: 14.8.5]」して著

作物を創作した場合は、その創作者は著作物をＴＬＳに開示

し、本学にその権原を譲渡しなければなりません。付随的な

利用の範囲について疑義があれば首席副学長（技術開発イノ

ベーション担当）に質問して下さい。 
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14.3.8.4 オープンソースソフトウェア。本学では、研究利用にお

ける全ての面においてオープンソースソフトウェアソリューション

の利用を奨励しています。ソフトウェアについての知的財産権は本

学が保有し、一切の頒布は本学の明示の許可がない限り許されない

とするのが本学の基本方針ですが、オープンソース許諾契約に基づ

く頒布を意図するソフトウェアについては、本基本方針の包括的免

除の対象とします。本学は、研究目的のソフトウェア開発に携わる

全ての職員に対してオープンソース許諾契約条項（例えば、ＧＮＵ

一般公有使用許諾）に基づきソフトウェアを公開すること、及び、

適宜、既存のオープンソースソフトウェアプロジェクトに貢献する

ことを奨励します。 

 

14.3.8.5 ビデオ録画、及び関連する教育上の技術。本学で行われ

た授業内容及び教育用教材は本学に帰属します。ビデオ録画又はそ

の他の媒体に記録された授業内容は全て本学の所有物であり、研究

科長の許可なく他に頒布することはできません。学生の利用のため

又はその他の本学の目的のための一次的ビデオ録画又はその他の複

製については、包括的許可が与えられます。ビデオ録画に先立って、

副学長（広報担当）（１６章[link: 16]）及び完成品に登場する全

ての人物から許諾を得る必要があります。 

 

14.3.8.6 本学の契約上の義務。この著作権に関する基本方針は、

第三者との間における委託研究契約、利用許諾契約等を含む他の契

約、許可又はその他の契約に基づく成果物に関して本学が負う義務

について本学の履行能力を制限するものと解釈すべきではありませ

ん。委託研究契約又はその他の本学が負う契約上の義務の対象とな

る「著作物性を有する著作物」は、本学が契約上の義務を履行する

ため、本学が所有します。 

 

14.3.8.7 創作者への著作権再譲渡。この基本方針の規定によって

著作権が本学に譲渡される場合、当該著作権に係る著作物の創作者

は、統括弁護士に対し、所有権の創作者への再譲渡を請求すること

ができます。統括弁護士の裁量により、以下のいずれにも該当しな

いことを条件として、その請求が認められることができます。  

（1）請求が本学の又は本学への法的義務に違反しないこと。 
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（2）請求が本学によるその物の適切な利用を制限しないこ

と。 

（3）請求がその創作者について現実的又は潜在的利益相反

を生じないこと。 

（4）請求が本学の目的又は原則とのその他の矛盾を生じな

いこと。 

 

14.3.8.8 基本方針の管理。著作権に関する所有権又はこの基本方

針の適用対象となるその他の事項についての疑義は、統括弁護士に

より解決されなければなりません。 

 

14.3.8.9 利用許諾契約の締結及び収入の分配。ＴＬＳは、公共の

利用及び公共の利益のために最も効果的な方法による技術移転に努

め、この目的のため、本学が所有する商業化の可能性のある発明又

は著作権の対象物の評価、市場調査、交渉及び利用許諾契約締結の

責任を負います。本学が所有権を有するコンピュータデータベース、

ソフトウェア及びファームウェア、並びにその他の「著作物性を有

する著作物」は、ＴＬＳを通じて利用許諾契約が締結されます。こ

の手続の適用除外は、予め首席副学長（技術開発イノベーション担

当）による承認を受けなければなりません。 

 

14.3.8.10 使用料等の分配。使用料等は、通常、この章の使用料

等の分配と資本参加[link: 14.3.7.3]に規定する本学の基本方針に

従って分配されます。著作権の保護だけが主張される場合の使用料

等は、通常、関連する教員（研究委託契約に基づかない場合は、プ

ロジェクトの責任者）によって特定される個人の間で、著作物に対

する相対的貢献度に従い、「発明者への分配分」の場合と同様に分

配されます。使用料等を個人に分配することが不可能又は不公正と

なる場合（例えば、著作権の対象物が研究室のプロジェクトとして

開発された場合や、個人への使用料等の分配が学術的考慮に基づく

優先順位を歪めるような場合）には、当該「発明者への分配分」は、

著作権の対象物が開発された研究室の研究費用に分配されます。発

明者の所属する研究室が解散した場合は、当該研究室への分配分は

本学に譲渡されます。以上に関する決定は、案件毎に個別に教員又

は教員担当学監に相談のうえＴＬＳが行い、首席副学長（技術開発

イノベーション担当）がこれを承認します。 



13 
ch14_Intellectual-Property-&-Technology-Transfer_ja_20211101_cl 

 

14.3.8.11 譲渡。本学が所有する「著作権の対象となる著作物」

のいかなる譲渡、利用許諾その他の合意も、その行為について権限

者からの特別の授権がある場合を除いて、有効となることはありま

せん。 

 

14.3.8.12 著作権表示への本学名称の使用（第 16章「学内外のコ

ミュニケーション・広報」[link: 16]を参照）。著作権表示には、

本学以外の組織、部署、研究室又はプロジェクト名を使用してはい

けません。もっとも、読者からの問合せ窓口となる研究室又はプロ

ジェクトの名称及び住所が著作権表示の下に記載されることはあり

えます。表示に含む日付は、当該著作物が最初に公表された、つま

り、公衆又は相当数の聴衆に頒布された、「年」を記載します。さ

らに、著作物は所定の様式により、著作権を扱う行政機関（文化庁）

に登録することができます。登録申請の様式はＴＬＳで入手するこ

とができます。また、著作権表示及び登録制度に関する質問も同セ

クションが担当します。 

 

14.3.8.13 他人が著作権者である著作物の複製。本学コミュニテ

ィのメンバーは、他の著作権者の権利を侵害しないよう注意が求め

られます。研究科長又は統括弁護士に連絡し、教室での利用のため

の複製に関する基本方針を確認して下さい。図書館での利用のため

の複製に関する基本方針は、本学司書の部署で入手することができ

ます（6.3.4章[link: 6.3.4]）。 

 

14.3.8.14 委託研究契約。委託研究契約及び研究助成（契約）に

は、多くの場合、著作権、データに関する権利、使用料等、公表及

び財産的データ、コンピュータソフトウェア、利用許諾等の多様な

種類の物に関する複雑な条項が含まれています。個別の委託研究契

約や研究助成（契約）に関する具体的条項に関する質問、又は各種

行政機関が所管する規則及び関連法令についての質問は、本学の外

部研究資金セクション（GRC）[link: 2.5]が担当します。 

 

14.3.9 研究成果有体物に関するルール（ＴＲＰ） 

以下に記載する事項は、本学が所有する及び／又は管理する研究成果有体

物（ＴＲＰ）[link: 14.8.8]の管理及び分配に関する説明です。ＴＲＰは、
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本学の契約上の義務の対象である可能性があり、以下のルールは、有体財

産の管理に影響する他の基本方針と整合的に、かつそれを補足するように

解釈され適用されるものです。 

 

14.3.9.1 ＴＲＰの所有権。ＴＲＰは、通常、本学が所有権を有す

るか、又は委託研究契約及び研究助成（契約）に基づく所有権及び

その他の規定の適用を受けます。例えば、政府の研究助成（契約）

又は委託研究契約に基づいて生産される微生物等の試料は、通常、

消耗品として本学の所有物となりますが、同時に当該研究助成（契

約）又は委託研究契約の条項の適用対象ともなります。契約終了後

の委託者によるキャンパス外での使用のために本学で製作された装

置（例えば、委託者との契約に基づき本学で製作される機器）は、

通常、当該委託者が単独の所有者となります。 

 

14.3.9.2 ＴＲＰの管理。適用される研究助成（契約）又は委託研

究契約及び本学の基本方針の条項に従うことを条件として、教員

（ＴＲＰが委託研究プロジェクトの一部として開発された場合以外

は、研究室の長又はプロジェクトの責任者）が、研究活動の過程に

おけるＴＲＰの開発、保管、使用及び分配の管理責任を負います。

この管理責任には、研究室を超えた他人による科学的使用のための

ＴＲＰの分配の要否及び時期についての決定を含みます。  

 

14.3.9.3 アクセスの自由。本学の「オープンな研究環境」の基本

方針[link: 1.3.1]は、「…開放的研究の原則－全ての利害関係者

による基礎データ、方法及び研究の最終的成果へのアクセスの自由

の原則－は、最重要事項の一つ」であることを明記しています。こ

の原則に整合するように、研究者の所属する研究室外の科学者との

間における、適時かつ開放的なＴＲＰ及び関連する研究データの交

換を促進することが本学の基本方針です。  

 

14.3.9.4 商業上の考慮。ＴＲＰは科学的価値だけでなく、商業的

価値を有する可能性があるため、研究者は、その価値を損なったり

商業的展開を阻害したりしない方法で、ＴＲＰを広く科学的使用に

供すること、又は公共の利用に供することを望むかもしれません。

正当な非商業的理由で他人による科学的使用へのＴＲＰの分配に一

時的な遅れを生ずることはありえますが（例えば、安全面の配慮に
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よる場合又は分配前にＴＲＰをより十分に特徴付ける必要性による

場合等）、商業化の可能性に関する考慮が、科学的交流を阻害する

ことがあってはなりません。 

 

14.3.9.4.1 ＴＲＰからの収入。ＴＲＰは、営利目的で売却

することはできません。もっとも、ＴＲＰに関する無体財産

権の商業的使用について、その使用料等収入の提供を含む実

施許諾契約を、ＴＬＳを通じて交渉することは可能です。Ｔ

ＲＰを研究室外の研究者に分配しようとする場合は、原材料

及び輸送に係る経費は受取人が負担し、その額は、それらの

経費を支出した会計に収入として戻入されなければなりませ

ん。 

 

14.3.9.4.2 契約上の義務。何らかの初期費用が委託研究契

約を財源とする場合は、GRCは、ＴＲＰの分配及び戻入され

る経費の処理に関する契約上の義務について意見を求められ

なければなりません。ＴＲＰの分配について何らかの費用が

徴収される場合は、監査のために適切な書面を作成し保管す

る必要があります。 

 

14.3.9.5 ＴＲＰ手続。ＴＲＰの特定及び分配に関する以下の手続

は、研究目的ＴＲＰの従来型の公開及び交換を助成し、ＴＲＰの潜

在的商業価値を保全し、公共の利用のためのＴＲＰの更なる開発を

支援し、かつ、本学及びその被用者を、他人による本学ＴＲＰの使

用に起因する賠償請求から保護するためのものです。 

 

14.3.9.5.1 識別システム。上記の評価によって公益的又は

商業的価値が特定された場合、各ＴＲＰ試料には、本学又は

その他の場所で開発された類似の物品と識別するに足りる、

明確な識別コード及び名称が付与されなければなりません。

適切な識別システムの開発に関する支援及び既存の本学のシ

ステムに関する情報は、ＴＬＳに相談して下さい。 

 

14.3.9.5.2 標章の所有権。必要に応じ（例えば、コンピュ

ータソフトウェア）、各試料には、著作権、商標、政府の権

利に関する表示等を含む、本学の契約上の義務及び管理上の
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必要性に適合するように、ＴＲＰの所有者の名称その他の標

章及び凡例を付さなければなりません。委託研究契約及び研

究助成（契約）により要求される識別、標章及び凡例に関す

る情報は、GRC又はＴＬＳから入手できます。 

 

14.3.9.6 研究目的ＴＲＰの分配。非営利的な研究目的のために分

配する場合は、その都度、以下の文言又はそれと同等の文言を含む

送り状を添付しなければなりません。 

 

「沖縄科学技術大学院大学の記録用として、（1）受

領するS-（生物学的登録番号を記入）を、貴研究所に

おける貴殿による非臨床研究のためにのみ使用するこ

と、及び（2）S-を他のいかなる個人又は団体による

使用に供しないこと、に同意することを表示するため、

この送り状の写しに署名のうえ、私にご返送下さい。」 

 

14.3.9.6.1 注意：特定のＴＲＰの輸送、保管又は使用に関

してバイオハザードその他の危険が生じうる場合、又は受取

人がＴＲＰを臨床研究に使用しうる場合には、研究安全セク

ションはＴＲＰ分配契約書に適切な警告文を盛り込むことに

関する相談を受けなければなりません。又は、GRCが、標準

ＴＲＰ分配様式又は研究成果有体物移転契約[link: ]を、適

切な警告文を含んで提供することができます。（注：感染性

剤又は遺伝子組換え試料の移転に関する規制に係る情報につ

い て は 、 研 究 安 全 セ ク シ ョ ン に 連 絡 し て 下 さ い

（research_safety@oist.jp[link:]）。） 

 

14.3.9.7 ＴＲＰソフトウェアの分配。研究目的のみのためであれ

ば、本学が所有するコンピュータソフトウェアの分配は、教員によ

る二次的使用の管理を望まない場合には、自由に行うことができま

す。例えば、ある教員が、特定の研究計画に従うことを受取人に望

む場合等です。この種の分配は、全て、関係する委託研究契約又は

研究助成（契約）の規定及びソフトウェアの商業的展開は行わない

との受取人による同意の対象となります。 

 

14.3.9.7.1 ＴＲＰ分配契約。本学が所有するソフトウェア



17 
ch14_Intellectual-Property-&-Technology-Transfer_ja_20211101_cl 

が商業的価値を有する場合、又は二次的使用を管理すること

が望ましいと認められる場合は、研究目的のための分配は、

ＴＬＳによって調整されなければならず、また、受取人との

間において適切な合意が締結されなければなりません。ＴＬ

Ｓは、必要に応じて商標及び著作権の登録を調整します。ま

た、ＴＬＳは、必要に応じて、商業的価値を保全するための

分配契約の文言を提供し、既存の又は見込まれる商業的利用

許諾契約の調整を担当します。 

 

14.3.9.7.2 ＴＲＰの委託研究契約上の義務。委託研究から

ソフトウェアが生ずる場合は、GRCは、所有権、各種権利の

処分、並びにＴＲＰの分配・使用及びＴＬＳからの支援に伴

う関連収入についての制限について記述された契約上の義務

及び規定について相談を受けなければなりません。 

 

14.3.9.8 その他の形式のＴＲＰ。生物学的試料以外のＴＲＰの分

配に関する手続は、通常、上記に説明したコンピュータソフトウェ

アの例に従います。 

 

14.3.9.9 商業目的のためのＴＲＰの分配。研究活動の結果として

本学によって開発されたＴＲＰが商業目的で外部の利用者に分配さ

れる場合には、その分配契約には、当該有体物が使用される条件、

当該有体物又はその派生物に関する本学の責任の限定、及び当該有

体物の使用に付随する無体財産権の利用許諾に係る使用料等収入の

処理方法を含むＴＬＳによって事前に交渉された条項を含まなけれ

ばなりません。 

 

14.3.9.10 収入の分配。特許の使用料等以外のＴＲＰ関連の使用

料等収入の分配は、「発明者への分配分」が原則としてＴＲＰを製

造した研究室の研究用会計に分配される点を除き、（収入の分配に

関する契約上の義務に服することを条件として）特許の使用料等の

分配に関する基本方針[link: 14.3.7.3]と同様です。各個人への使

用料等収入の分配に関して疑義があれば、ＴＬＳに質問して下さい。

個人へのいかなる分配も、首席副学長（技術開発イノベーション担

当）による事前の承認が条件となります。 
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14.3.9.11 委託研究契約上の義務。委託研究からＴＲＰが生ずる

場合は、GRC[link: 2.5]は、所有権、通知、同意、各種権利の処分、

並びにＴＲＰの分配・使用及び関連収入についての制限について記

述された契約上の義務及び規定について相談されなければなりませ

ん。 

 

14.3.10 その他の知的財産 

 

14.3.10.1 商標及びサービスマーク。商標及びサービスマーク

（総称して「標章」）とは、商品又は役務の出所、製品、製造者又

は流通業者を識別する特徴的な文字又は図形をいいます。本学によ

り提供される商品又は役務に関連する商標又はサービスマークは本

学が所有権を有します。第15章[link: 15]を参照してください。こ

の例としては、コンピュータプログラム又は本学による活動・催し

物に関して使用される名称・シンボルが挙げられます。標章の登録

及び保護に関する情報については、ＴＬＳに相談して下さい。本学

の標章（学章）の使用に関する情報については、広報担当の部署に

相談して下さい。 

 

14.3.10.2 財産的情報及び営業秘密。本学の業務から生ずる財産

的情報（例えば、発効した及び提案された研究契約の条項、資金調

達、又は秘密の業務情報）は本学が所有権を有します。「営業秘密」

とは、法律用語であり、著作物性の有無又は特許性の有無を問わず、

一般に知られていない又は利用可能となっていない、その所有者に

競争上の利益をもたらすあらゆる情報をいいます。営業秘密は財産

的情報です。 

 

14.3.10.2.1 本学の被用者が非開示契約又は秘密保持契約

に署名することを要求する場合は全て、必ず事前に統括弁護

士に照会されなければなりません。特に、第三者の財産的情

報を含む研究は、本学の「オープンな研究環境」の基本方針

[link: 1.3.1]の対象であることを確認する必要があります。 

 

14.4 責務 

 

14.4.1 外部研究資金セクション（GRC） 
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GRC[link: 2.5]は、本学の研究助成（契約）及び学術に関する委託研究契

約の契約条項が、知的財産権及び「オープンな研究環境」に関する本学の

基本方針に適合していることについて、ＴＬＳの支援を受けて検討します。 

 

14.4.2 技術移転セクション（ＴＬＳ） 

ＴＬＳ[link: 2.5]は、社会一般の利用及び利益のためとなり、同時に研究

及び教育活動を支える自由な財源となる本学の技術及び知的財産の移転を

促進します。ＴＬＳは、本学の発明の報告及び実施許諾に関するプログラ

ムの管理、発明の商業価値評価、特許出願の要否決定、発明における権利

を強化するための行政機関への上申及び産業界との契約交渉を担当します。 

 

14.4.3 首席副学長（技術開発イノベーション担当）  

首席副学長（技術開発イノベーション担当）は、所有権その他の類似事項

についての質問に（ＴＬＳへの相談を経由して）回答する責任を負います。  

 

14.4.4 教員担当学監  

教員担当学監は、この基本方針に基づく責務を各教員に周知する責任を負

います。 

 

14.4.5 全ての職員 

全ての職員は、この章に規定する要件を遵守する責任を負います。 

 

14.4.6 全ての上司及びマネジャー 

全ての上司及びマネジャーは、この章の要件を自己の部下に周知する責任

を負います。 

 

14.5  手続き 

 

14.5.1 教員苦情処理手続 

（3.8章[link: 3.8, Faculty Handbook]） 

 

14.5.2 質問 

教員担当学監及び首席副学長（技術開発イノベーション担当）に連絡して

ください。 

 

14.6 様式 
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• 沖縄科学技術大学院大学特許及び著作権に関する合意書（ＰＣＡ） 

• 沖縄科学技術大学院大学特許及び著作権に関する合意書（他の雇用主と既

に類似の合意書を締結している者用）（ＰＣＡ２） 

• 発明開示書 

• 標準ＴＲＰ分配様式 

 

14.7 連絡先 

 

14.7.1 本方針の所管 

首席副学長（技術開発イノベーション担当） 

 

14.7.2 その他連絡先 

外部研究資金セクション（GRC） 

技術移転セクション（ＴＬＳ） 

 

14.8 定義 

 

14.8.1 守秘義務（「非開示契約」又は「秘密保持契約」ともいう。） 

守秘義務とは、契約の一方の当事者が他の当事者により開示される情報

を秘密に保つことの同意を内容とする、法的拘束力を有するあらゆる約

束をいいます。開示された情報を秘密に保つ義務は、典型的には、少な

くとも情報の受領者が自己の秘密情報を保護するのと同程度に開示情報

を厳しく保護する義務及び情報の受領者によって署名された合意によっ

て許される目的以外の他の目的で開示情報を使用しない義務を伴います。

また、この義務は、典型的には書面による秘密保持契約（ＣＡ）又は非

開示契約（ＮＤＡ）として具体化されます。情報の秘密を維持する義務

は、様々な形式によって存在しうるものであり、また、そのような義務

は、多くの場合に、許諾契約その他の法的な契約の条項に含まれていま

す。  

 

14.8.2 著作物性を有する著作物 

著作権法の下、あらゆる表現形式の有体の媒体に固定された、直接、若し

くは機械若しくは装置の補助によって認識し得る、再製され得る、又は通

信され得る「著作物の原作品」に著作権が存在します。これらの著作物は、

典型的には、各種の文学的、芸術的及び音楽的作品、写真その他の図形作

品、戯曲作品、映画その他のＡＶ作品、並びに音声録画を広く含みます。 
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著作権保護は、ソフトウェア及び集積回路マスクにも及びます。 

 

この基本方針に例外規定がある場合（例えば、ソフトウェア及び集

積回路マスクに関する規定）以外は、その表現形式がいかなるもの

であっても、本学は、教育学的、学術的又は芸術的著作物の所有権

を主張しません。これらの著作物には、教育の過程において学生が

創作する学位論文、論文、論説も含みます。一般向けノンフィクシ

ョン、小説、教科書、詩歌、楽曲、特許性のないソフトウェア又は

その他の芸術的創作物について、それらが、本学の著作物でなく、

そして、本学の資源、又は本学の非教員被用者が職務として行う役

務を著しく利用したものでない場合、本学は、それら（に係る著作

権）について所有権を一切主張しません。 

 

14.8.3 発明 

発明とは、新規かつ有用な思想であって、方法、機械、製造物及び組成物

に関するものをいいます。また、新しい又は改良された装置、システム、

回路、化合物、混合物等も含みます。何らかの新しくて有用なものが着想

されたり開発されたりした場合や、普通でない、予期しない又は自明でな

い結果を得てそれを使用したりした場合にも発明となる可能性があります。

発明は、単独の発明者によってなされる場合と、共同発明者によって共同

してなされる場合とがあります。法的に共同発明者として認められるには、

発明の本質的要素を着想したか、発明の一般的概念への実質的な貢献が必

要とされます。  

 

14.8.4 発明開示書 

発明開示書とは、発明者、発明されたもの、発明へと導いた状況及び付随

する活動に関する事実についての情報を提供する文書をいいます。この文

書は、特許性の有無の判断や特許出願書類の作成に必要な技術情報の基礎

を提供します。また、発明開示書は、特許性はないが著作権又は営業秘密

等の他の方法による保護を受けうる技術に関する報告としても使用されま

す。 

 

14.8.5 単なる付随的な利用を超える利用 

この章の目的において、本学の資源の「単なる付随的な利用を超える利用」

という文言は、学術目的で本学が提供する専門の研究に関する施設、設備

又は備品の最小限の時間の利用を超える利用、及び「勤務」中における最
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小限の量を超える利用をいいます。以下のものを時々又は頻繁でなく利用

しても、通常、本学の資源の「単なる付随的な利用を超える利用」に該当

しません。 

 

• 日常的に利用することができる、デスクトップコンピュータや市販

のソフトウェアを含む事務用機器 

• 本学のキャンパスにおいて収集された参考資料又はその他の資源で

あって、本学外の場所においても一般的に利用することができるも

の。 

 

14.8.6 特許 

特許とは、国の機関（通常は「特許庁」と呼ばれます。）によって発行さ

れるもので、その国の領域内における当該発明の製造、使用、販売につい

て、他人を排除して独占することを発明者に２０年間認める許可をいいま

す。特許出願が特許庁に提出されると、特許庁がその発明が新規、有用か

つ非自明なものであることを確認するため審査し、適切であれば、通常、

出願から２年ないし５年後に特許を付与します。全ての特許に必ずしも価

値があることを保証するものではなく、その交付後に無効とされることも

ありえます。 

 

14.8.7 パブリックドメイン 

パブリックドメインに属する所有権とは、社会が全体として物を所有し、

誰もが利用目的にかかわらず、その物を自由に利用することができること

をいいます。著作者を表示することは義務ではありません。特定の物がパ

ブリックドメインの対象となるのは、著作者又は創作者がその物に対する

権利を放棄する場合、又は所定の期間が経過した場合です。  

 

14.8.8 研究成果有体物（ＴＲＰ） 

本章において、ＴＲＰとは、有体（又は有形）の物であって、本学又は外

部の委託者により支援される研究プロジェクトの過程において生産された

ものをいいます。ＴＲＰは、生物試料、設計図、コンピュータソフトウェ

ア、集積回路チップ、コンピュータデータベース、装置の試作品、回路図、

機器類を含みます。ＴＲＰは、上記に規定する他の基本方針及びガイドラ

インの対象となる発明、特許、著作権、商標等の無体（又は無形）財産と

は別個独立のものとして区別されます。ＴＲＰに該当する個々の物に、著

作権や特許といった複数の無体財産が付随することがあります。 
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14.8.9 営業秘密 

「営業秘密」とは、法律用語であり、著作物性の有無又は特許性の有無を

問わず、一般に知られていない又は利用可能となっていない、その所有者

に競争上の利益をもたらすあらゆる情報をいいます。営業秘密は財産的情

報です。 

 

14.8.10 商標 

商標及びサービスマークとは、商品又は役務の出所、製品、製造者又は流

通業者を識別する特徴的な文字又は図形をいいます。サービスマークの意

義は、識別する対象が役務の出所である他は、商標と同じです。 

 

14.8.11 職務著作物 

「職務著作物」とは、法律用語であり、「被用者がその職務の範囲内にお

いて作成する著作物」を総称する定義です。この定義には、本学及び外部

機関との間で締結される研究委託契約の履行において被用者が作成した著

作物を含みます。委託契約に基づく著作物の場合も、書面による当事者の

合意がある場合には、職務著作物に該当します。職務著作物においては、

使用者（即ち、本学）が、法律上当然に「著作者」となり、職務著作物の

著作権に関する限り、所有者となります。この原則の適用対象となる職務

著作物は、本学の被用者によりその全体又は一部が開発された著作物を含

みます。その典型例として、本学の職員又は本学と雇用関係のある学生の

プログラマーや本学の映像製作担当職員を有意に使用して製作された著作

物の著作権の所有者が本学となる場合が挙げられます。著作物が本学の教

員、職員又は雇用関係のある学生と、被用者以外の者とによって共同で開

発された場合、その著作物の著作権は、典型的には本学と当該被用者以外

の者との間の共有となります。この場合において、本学と当該被用者以外

の者は、互いの権利について明確に定めた契約書を締結しなければなりま

せん。被用者以外の者との間での共同研究等により著作権の発生が予想さ

れる場合は、速やかに統括弁護士に相談してください。本学が著作物につ

いて所有権を主張するか否かは、著作権法上の職務著作物への該当性のみ

が判断基準となるのではなく、この基本方針の規定に従って決定されます。

例えば、本学がこの基本方針に基づいて所有権を主張しない教育学的、学

術的又は芸術的著作物における著作権は、その著作物が著作権法上の職務

著作物に該当するか否かに関わらず、その創作者が有します。職務著作物

についての本学の所有権の放棄は、理事会によるその旨の授権を受けた職
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員のみがすることができます。  

 

14.9 別添 

（この章には別添はありません。） 
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