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1.  はじめに 

1.1  事業の目的 

研究開発型ベンチャー企業（以下「ベンチャー企業」という。）の活躍は、日本再興戦略において

その必要性が明確化されているが、諸外国と比べてベンチャー企業の成功例が少ない状況にある。

その要因の一つとして、大企業等の事業会社とベンチャー企業の連携が不十分であることが指摘さ

れている。平成２８、２９、３０年度産業技術調査事業（研究開発型ベンチャー企業と事業会社の連携

加速に向けた調査）では、それぞれ事業会社とベンチャー企業との連携の実態と課題、それらを解

決するための各事業会社側の取組、具体的な連携手法のひとつであるコーポレート・ベンチャー・

キャピタル（以下「ＣＶＣ」という。）の運用方法について調査、分析した。 

昨年度までの調査の結果、連携の妨げとなっている要因の一つとして、連携の際に取り交わされ

る契約書に関するノウハウの不足があることが浮き彫りになった。契約書は、その内容によっては双

方のその後の事業運営を束縛し、場合によっては支障をきたす場合もあるため、重要かつ繊細な対

応が必要である一方で、ベンチャー企業と事業会社のいずれにおいてもノウハウが十分蓄積してお

らず、押さえるべき要点等が十分に理解されていない問題があると考えられる。 

このため、今年度調査事業では、上記の問題意識等を踏まえ、ベンチャー企業と事業会社が連

携を行う際に取り交わす契約書について、実態・課題・グッドプラクティスを調査した。その際、連携

目的・形態別の留意点をそれぞれ整理し、調査することで、後続企業およびベンチャー企業が連携

をさらに進めるためのノウハウとして幅広く共有し、今後の我が国におけるオープンイノベ－ション活

性化に役立てることを目的とした。 
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1.2  事業内容と方法 

(1) 文献調査 

ベンチャー企業と事業会社の連携の際の契約書の取り交わしについての実態・取組事例や課題

の把握のため、平成２８、２９、３０年度産業技術調査事業（研究開発型ベンチャー企業と事業会社

の連携促進に向けた調査）、各種書籍、論文、インターネットや経済産業省の過去の委託調査報告

書等の調査を下記の観点から整理を行った。 

 

表 1-1 参考とした既存文献 

No 文献名 年度 発行元 

1 事業会社に向けた AI ベンチャーとの共同開発に関する手引き 2018 NEDO 

2 AI・データの利用に関する契約ガイドライン データ編/AI 編 2018 経産省 

3 中堅・大企業等におけるベンチャー企業等が創出した知的財産の活用ス

キームに関する調査研究報告書 

2017 特許庁 

4 一歩先行く国内外ベンチャー企業の知的財産戦略事例集 2017 特許庁 

5 ものづくりスタートアップのための契約ガイドライン 2017 経産省 

6 我が国における健全なベンチャー投資に係る契約の主たる留意事項 2017 経産省 

7 知財を使った企業連携 4 つのポイント 2018 特許庁 

8 オープンイノベーションのための知財ベストプラクティス集“IP Open 

Innovation” 

2017 特許庁 

9 平成 28 年度産業技術調査事業（研究開発型ベンチャー企業と事業会社の

連携促進向けた調査」 

2016 経産省 

10 平成 29 年度産業技術調査事業（研究開発型ベンチャー企業と事業会社の

連携促進向けた調査」 

2017 経産省 

11 平成 30 年度産業技術調査事業（研究開発型ベンチャー企業と事業会社の

連携促進向けた調査」 

2018 経産省 

12 「秘密情報の保護ハンドブック ～企業価値向上に向けて～」 2016 経産省 

12 研究開発型ベンチャー企業と事業会社の連携について 

グローバル知財戦略フォーラム 2018 資料 

2018 増島  

雅和 

13 創薬開発において早期 PoC を確保するための手引き 2007 首 都 圏

バ イ オ

ネ ッ ト

ワーク 

14 医療系ベンチャー支援ガイドブック 2019 厚労省 

15 オープンイノベーション白書第二版 2018 NEDO 

16 全国イノベーション調査 2018 年調査統計報告 2019 文科省 
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(2) ヒアリング調査 

ベンチャー企業と事業会社が連携の際に取り交わす契約書の作成について、問題の実態を調査

するとともに、本事業で作成する報告書の周知策を検討するため、ベンチャー企業、事業会社等の

21 者にヒアリングを実施した。 

 

表 1-2 ベンチャー企業ヒアリング実施概要 

項目 内容 

ヒアリング対象企業 AI 4 社、ロボティクス・機器 4 社、素材 3 社、バイオ創薬 1 社 

大学 VC1 社の計 13 社 

ヒアリング項目 ■これまでの主な連携・協業事例 

・協業先、連携・協業のきっかけや目的、連携・協業のフェーズ（企画検

討、PoC1、共同開発、事業化など） 

■他社と連携・協業する際の方針や留意点 

・目的や連携先業種の特定・制限 

・知財帰属の考え方、協業の禁止範囲 など 

■連携・協業先（大企業等）との契約において、協議となる事項や問題と

なった内容 

■これまでに連携・協業先に提示された不利な条件等の具体例 

・受入できなかった条件、不利な条件 

■上記への対応や破断に至った事例 

 

表 1-3 事業会社ヒアリング実施概要 

項目 内容 

ヒアリング対象企業 機器、化学、物流の 7 社 

ヒアリング項目 ■これまでの主な連携・協業事例 

・協業先、連携・協業のきっかけや目的、連携・協業のフェーズ（企画検

討、PoC、共同開発、事業化など） 

■ベンチャー企業と連携・協業する際の方針や留意点 

・目的や連携先業種の特定・制限 

・知財帰属の考え方、協業の禁止範囲 など 

 

                                            
1 Proof of Concept 新しいプロジェクト等が実現可能かどうか、効果や効用、技術的な観点から検証する行程 
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(3) 取りまとめ 

上記（1）、（2）の結果を報告書として取りまとめた。 
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2.  ベンチャー企業と事業会社の連携の現状と問題意識 

2.1  本調査におけるスコープと問題意識 

(1) 本調査のスコープ 

オープンイノベーションのプロセスおいてベンチャー企業と事業会社が連携を行う際に取り交わす

契約書についてそのノウハウがないことなどが阻害要因の一つとなっていることを踏まえ、その実態

等を整理し、ベンチャー企業と事業会社が対等な関係での契約を締結し、Win-Win の関係を築くこ

とが目的である。本調査ではベンチャー企業がもつ技術等が主に「AI」、「機器・ロボティクス」、「素

材」、「バイオ・創薬」の 4 分野に該当する企業を対象とした。 

ベンチャー企業からみたオープンイノベーションのプロセスは、「事業アイディアの棚卸しと戦略」、

「ビジネスモデルの検討」、「連携相手の探索」、「連携」、「事業化」の 5 つのステップに分類できる。 

本調査では「連携」フェーズを主たる対象とする。「連携」フェーズではさらに「協議（企画・協議）」、

「価値の検証（PoC）」、「研究・開発」、「次フェーズの意思決定」、「事業シナジーの発揮、再チャレン

ジ」というステップがあり、このうち「協議（企画・協議）」、「価値の検証（PoC）」、「研究・開発」の３つの

フェーズを中心に対象とした。 

連携フェーズ毎に想定される契約について整理すると「企画協議」では NDA、「価値の検証」では

PoC契約、「研究開発」では共同研究開発契約が締結する契約となる（図 2-1）。連携の目的や個別

の状況によってこれらの契約が個別に締結されるか、条項に含まれるかなど違いがあるほか、契約

書としての呼称が異なる点は留意されたい。 

また、ベンチャー企業と事業会社との連携加速にあたっては、業務提携、資本提携もひとつの手

段であるが、業務提携・資本提携の関係において行われる協業については、共同研究契約など締

結しない場合があるため、本調査では原則対象外とした。ただし、提携先との協業において、出資前

の技術検証（PoC）、あるいは資本締結後の知財や成果物の取扱いは、同様に問題を抱えていると

考えられる。 
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図 2-1 本調査の対象範囲 

 

(2) 契約に関する問題意識 

先進的な事業会社においては、ベンチャー企業との連携において Win-Win の関係を築くことを念

頭に行われている。既往文献でもベンチャー企業に対して無理な契約を押しつけると、ベンチャー

企業間のコミュニティにおける評判がさがり、事業会社がベンチャー企業との協業ができなくなること

が指摘されている。 

また、「手引き（初版）」においても、ベンチャー企業と事業会社の連携ステップにおいてぶつかり

やすい壁の中に、契約に係る事項として下記の 5 項目が提示されている（表 2-1）。 

 

表 2-1 契約交渉における事業会社と研究開発型ベンチャー企業の連携ステップにおける壁 

 必要な契約スキーム（秘密保持契約、共同研究契約等）が分からず時間をロスしてしまう 

 社外連携のために活用出来る契約書の雛形がなく、時間ロス発生や交渉相手の言いなりに

なってしまう 

 契約で重要なポイントが分からず、自社に不利/ハイリスクな内容でも締結してしまいがち 

 連携の成果である知的財産の帰属やライセンス内容が合意できない 

 すぐに相談できる専門家や参考情報へのアクセス方法が分からず時間を浪費してしまう 

出典：「事業会社と研究開発型ベンチャー企業の連携のための手引き（初版）」（2017 年 経済産業省） 

 

ベンチャー企業が、事業会社と「連携」に至るには、事業アイディアの棚卸しやビジネスモデルの

検討が必要となる。連携に至る準備段階及び経営方針が連携における契約交渉にも大きく影響す

ることから、連携の目的、自社の事業範囲、出口戦略、連携相手、自社技術の観点でそれぞれ想定

される選択肢と契約における留意事項を下表に整理した。 

 



 

-7- 

表 2-2 ベンチャー企業における連携目的等による契約上の留意点 

連携目的 留意点 

ベンチャー企業に実

現したいことがある 

ベンチャー企業に実現したい内容があり、事

業会社等と協業する。 

前者は、オペレーション、契約雛

形など事業会社主導になる可能

性がある。 事業会社に実現し

たいことがある 

事業会社がベンチャーの技術を活用して実

現したい内容・事業がある。 
 

事業範囲 留意点 

研究開発が主 コア技術の研究開発は自社で行い、その成

果を事業会社等にライセンシングする。自社

製品の製造等は行わない。 

前者は、コア技術の知財はベン

チャーが単独保有し、用途、製

造技術開発での生じた知財は共

有あるいはコア技術のライセンシ

ングで対応し、その範囲を自社

事業の妨げにならないよう配慮

する。 

後者は、用途開発や製造技術

の知財についても事業会社と協

議が必要。 

製品・サービス提供

まで行う 

コア技術を用いたソフトウエア・ハードウエアな

どを、自社製品として製造し、事業会社等に

販売する事業（ファブレス、製造委託、販売

委託を含む）を展開する。 

 

出口戦略 留意点 

自社経営 経営権を維持しながら事業発展 VC や事業会社からの資金調達

において優先株の割当てなど、

自社の経営の自由度を確保した

対応が、必要である。ベンチャー

の知財は株主になる点を留意。 

自社経営 IPO 経営権を維持しながら事業発展（IPO を行う）

M&A 他社に事業・技術の売却する 

 

連携相手：研究開発段階での事業会社等からの資本注入 留意点 

なし 委託研究、共同研究（受委託）での対応 協業における費用負担。 

後者の場合、事業会社の見返り

が株式なのか、事業会社の事

業拡大なのか。 

あり 資本提携、業務提携での協業 

 

自社技術の開発熟度 留意点 

シードラウンド 事業スタート前 前者は技術開発段階であり、用

途が見えない、とりあえずの協業

となりがちで、コア技術そのもの

が協業相手と生じた知財となり

かねない。 

シリーズ A,B,C 商品・サービスがリリース 

 

以上を踏まえ、本調査ではベンチャー企業と事業会社の連携において Win-Win の関係を築く公

平な契約となるよう、下記の観点からベンチャー企業と事業会社へのヒアリングをもとに実例と対応策

を示す。 

 

① 契約に至るまでの課題 

ベンチャー企業と事業会社の連携において、契約に至るまでに事業会社の事業担当者とベン
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チャー企業との間で協議が行われる。「手引き」等でも示されているように、連携の目的、体制、意識

の違いなどから様々な課題が指摘されている。ベンチャー企業と事業会社との契約には双方での協

議の結果が落とし込まれる面もあるため、既往文献等から契約に関連する課題について抽出した。 

 

② 契約雛形の有無や変更 

「手引き（初版）」でもあげられているように、契約の雛形がないことで時間的なロスや交渉相手の

いいなり（相手の契約雛形）になってしまう場合がある。そのため、契約雛形があることにより、契約事

務の効率化が図られるほか、ベンチャー企業がなにを重要な事項として守り、事業を展開していくか

を明確にするうえでも雛形を持つことは有益である。 

一方で、契約時に既存雛形の変更については、硬直的で協議・確認に時間を要する場合もあるこ

とが課題としてある。特に PoC 段階では PoC の期間に対して、契約交渉の期間がかかりすぎるなど、

スピード感をもった対応ができないことが課題としてあげられている。 

ベンチャー企業では契約書で留意すべきポイントがわからないため、事業会社からの雛形を十分

に確認できずそのまま契約してしまう。事業会社では、事業担当者が自社の雛形について理解を得

ないまま（悪意はなく）、下請けに提示する契約雛形を提示するなどベンチャー企業と対等でない契

約雛形を提示するケースがある。 

 

③ 契約で争点となる条項や具体事例 

事業会社とベンチャー企業との連携の契約において双方で争点となる事項や留意している事項と

その具体的な条文とはどのようなものか。 

 

④ 留意事項への対応策 

上記で提示した問題事例へのベンチャー企業及び事業会社の対応事例や方針とはどのようなも

のがあるか。 
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2.2  オープンイノベーションの現状 

ここでは、ベンチャー企業及び事業会社におけるオープンイノベーションの取組みの状況につい

て、文献調査等をもとに整理した。 

(1) オープンイノベーションの取組状況 

ベンチャー企業と事業会社の事業提携件数は、2012 年以降年々増加しており、2016 年は 2015

年の件数のおよそ 1.5 倍となっている。業界別では、絶対数で最も大きいのは「コンピューター -ソフ

トウェア」分野や「ビジネスサービス」分野に属するベンチャー企業との提携である。次いで、「コン

ピューター -IT サービス」分野、「消費者向けサービス・販売」分野も多い（図 2-2）。 

しかしながら、大企業におけるベンチャー企業との連携経験をみると、大学・研究機関との連携経

験は 72％あるものの、ベンチャー企業との連携経験は 36％と少なく連携相手として大きく差異が生

じている（図 2-3）。 

 

 
出典：「オープンイノベーション白書第二版」 JOIC・NEDO 

図 2-2 ベンチャー企業と事業会社の事業提携の状況（件数） 
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出典：「事業会社と研究開発型ベンチャー企業の連携のための手引き（初版）」（経済産業省） 

図 2-3 事業会社と研究開発型ベンチャー企業の社外連携経験に関するアンケート結果 

 

2015 年から 2017 年の 3 年間にプロダクト・イノベーションを実現した大規模製造業のうち、「他社

や他の機関と共同で開発」した企業の割合は 50％であった（図 2-4）。他社と共同でイノベーション

を実現した企業の割合は、その企業規模にかかわらず、おおむね 2012-2014 年に大きく増加し、

2015-2017 年は概ね横ばいとなっている（図 2-5）。 

 

出典：「全国イノベーション調査 2018 年調査統計報告」文部科学省より価値総合研究所作成 

図 2-4 プロダクト・イノベーションの開発組織（2015 年–2017 年） 

プロダクト・イノベーション実現製造業企業に対する割合(%) 
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15%
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（従業員数10～49人）
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出典：「全国イノベーション調査 2018 年調査統計報告」、「第 4 回全国イノベーション調査統計報告」、「第 3

回全国イノベーション調査報告」文部科学省より価値総合研究所作成 

図 2-5 他社と共同でプロダクト・イノベーションを実現した製造業の企業規模別割合（経年比較） 

 

日系企業は欧米に比べ、権利購入・ライセンス等、知的財産の取扱いに関する経験値も少ない

（図 2-6）。 

 

出典：産業構造審議会産業技術環境分科会研究開発・評価小委員会中間取りまとめ（案）参考資料集 

図 2-6 オープンイノベーションにおける外部からの権利購入及びライセンスインの傾向 

 

大学発ベンチャーの状況をみると、既存のアライアンス先が国内大企業となっているのは、研究領

域、開発領域では約 3 割、製造・生産領域や販売・マーケティング領域になると 2 割程度に留まって

いるが、開発領域と販売・マーケティング領域においては国内大企業との今後新たにアライアンスを

希望するベンチャーが5割を超えており、大企業とのアライアンスの期待は高い状況である（図 2-7）。 
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出典：「平成 30 年度産業技術調査事業（大学発ベンチャー実態等調査）」（経済産業省） 

図 2-7 領域別・アライアンス別のアライアンス実施・意向 
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(2) オープンイノベーションの目的と連携パターン 

事業会社がオープンイノベーションに取り組む目的として、既存事業の高度化、新規事業の創出

があり、オープンイノベーションの成熟化（事業プロセス）の度合いによって、シーズ・ニーズマッチン

グ（探索）から市場創出やシェア拡大に広がるとされている（図 2-8）。 

 

 

出典：特許庁産業財産権制度問題調査研究「H29 中堅・大企業等におけるベンチャー企業等が創出した知

的財産の活用スキームに関する調査研究」（特許庁） 

図 2-8 大企業がオープンイノベーションに取り組む目的 

 

一方、ベンチャー企業が事業会社とオープンイノベーションに取り組む目的としては、自社の技

術・ノウハウ（シーズ）をもとに企業の運転資金や顧客獲得などがあげられる。また、ベンチャー企業

の事業ステージによっても知財戦略が異なる。事業会社（大企業）から見たベンチャー企業との連携

パターンが示されている（図 2-9）。 
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出典：特許庁産業財産権制度問題調査研究「H29 中堅・大企業等におけるベンチャー企業等が創出した知

的財産の活用スキームに関する調査研究」（特許庁） 

図 2-9 大企業とベンチャー企業のオープンイノベーションの類型と目的別の傾向 
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出典：「事業会社と研究開発型ベンチャー企業の連携のための手引き（初版）」（経済産業省） 

図 2-10 事業会社がベンチャー企業と連携を検討する目的 

 

特許庁の調査によれば、企業における共同研究等の目的は、研究成果の活用意向・期待という

観点で見ると、大きく分けて「自社での独占的実施」、「第三者も含めた非独占的実施」、「技術シー

ズの探索・情報収集・ネットワーク形成」の３つに分けられる。これらの目的は単一ではなく、複合的

な場合も存在する。 

「第三者も含めた非独占的な実施」とは、自社で事業化するために独占的実施を確保する必要性

が低い場合、若しくは自社が事業対象とする市場や製品が競合しない範囲で自社以外にも広く活

用されることを期待する場合である。企業は、自己実施できる状況は確保しつつも、非独占的実施を

選択することで、第三者による実施の可能性と、特許の実施に係る負担を低減させ、目的の実現を

図ることとなる。「技術シーズの探索・情報収集・ネットワーク形成」は、企業が既存事業や新規事業

のために技術シーズの探索や技術動向の情報収集、あるいは研究者との関係構築が目的であり、

研究成果から生じた特許を活用して事業化することの期待は必ずしも高くない。共同研究等を行うこ

と自体が目的となっていることもある。 

大学との共同研究に関しては以下の様な目的や契約時の協議事項があるとされている。 
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表 2-3 大学と企業の共同研究等の目的 
大学 

企業 

教育研究 社会実装 

自社での独占的実施 ＜イ＞ 

研究成果の特許は企業側に利用価値があ

り、大学は研究成果の公表等を重要視してい

る場合、特許出願にあたっての研究の公表

範囲やタイミング、あるいは共同出願とするか

などが協議事項となる。 

＜ロ＞ 

企業も大学も事業をすることを期待する場合

がある。企業の事業化のしやすさが協議事項

となる。なお、企業が事業環境、市場の変化

などにより、当初の計画通り、実施できなくな

る場合の対応策を協議する必要がある。 

第三者も含めた非独

占的な実施 

＜ハ＞ 

企業は自己実施できる状況は確保しつつも、

必ずしも独占的実施による事業化の意向や

優先度が高くないので、大学等が第三者へ

実施許諾する場合、上記と同様に研究の公

表範囲やタイミングに加え、特許の費用負担

が協議事項となる。 

＜ニ＞ 

企業は自己実施できる状況は確保しつつ、必

ずしも独占的実施による事業化の意向や優

先度が高くないため、社会実装するために

は、大学等の第三者への特許の実施許諾等

を協議事項となる。 

技術シーズの探索・

情報収集・ネットワー

ク形成 

＜ホ＞ 

企業は研究成果を活用した事業化の意向

は高くなく、大学は特許化よりも研究結

果・内容をもとに研究利用が確保されれ

ば良い場合、特許出願するときには、研

究の公表範囲やタイミング、あるいは共

同出願するかなどが協議事項となる。ま

た、特許から収益を得ることは難しいた

め、特許関連費用の負担や特許として維

持するかが協議事項となる。 

＜へ＞ 

企業は研究成果を活用した事業化意向は

高くない場合に、大学等において第三者

への実施許諾や大学発ベンチャーによっ

て事業化を図るときには、企業との第三

者への実施許諾の同意、いわゆる不実施

補償、特許関連費用の負担や特許として

維持するか、大学による企業の持分取得

などが協議事項となる。 

出典：産業財産権制度問題調査研究「産学官連携から生じる研究成果活用促進のための特許権の取扱に関

する調査研究報告書」（平成 27 年度 特許庁） 

 

表 2-4 共同研究等の目的の組合せ及び大学等と企業が関心の高い契約事項 

目的の組合せ 

産学で主に主張が異なる契約事項 

共
同
出
願
す
る
か
否
か 

研
究
の
公
表
範
囲 

権
利
の
帰
属 

海
外
出
願
の
対
象
国 

実
施
権
の
種
類
の
選
択 

実
施
権
の
範
囲
や
期
間 

優
先
交
渉
権
の
期
間 

実
施
料
の
設
定
（有
無
や
金
額
） 

特
許
の
費
用
負
担 

第
三
者
への
実
施
許
諾
同
意
の
要
否 

第
三
者
へ
の
許
諾
条
件
、
収
入
配
分 

イ：大学（教育・研究）×企業（独占実施） 〇 〇 〇 〇 - 〇  〇 〇   

ロ：大学（社会実装）×企業（独占実施）  〇 〇 〇 - 〇  〇 〇   

ハ：大学（教育・研究）×企業（非独占実施） 〇 〇  〇 -  〇 〇 〇   

ニ：大学（社会実装）×企業（非独占実施）  〇  〇 -  〇 〇 〇 〇 〇

ホ：大学（教育・研究）×企業（技術シーズ探索） 〇 〇  〇 〇  〇 〇 〇   

へ：大学（社会実装）×企業（技術シーズ探索）  〇  〇 〇  〇 〇 〇 〇 〇

凡例：「○」大学等と企業が関心の高い協議事項 

  ：「－」目的の組合せにより決まる項目で協議にはならない事項 

  ：「無印」協議事項だが、目的の違いが要因とはなりにくい事項 

出典：産業財産権制度問題調査研究「産学官連携から生じる研究成果活用促進のための特許権の取扱に関

する調査研究報告書」（平成 27 年度 特許庁） 
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(3) 連携におけるオープンイノベーション推進体制 

ベンチャーと事業会社との連携において、連携する事業会社側及びベンチャー企業側の体制も

一つの課題としてあげられている。 

事業会社はオープンイノベーション担当部門や事業部門と法務・知財部局との関係、ベンチャー

企業側は法務等に知見を有するリソース不足が指摘されている。 

上記課題を解決するために適切なオープンイノベーション推進体制の構築が必要である。 

 

 

出典：特許庁産業財産権制度問題調査研究「H29 中堅・大企業等におけるベンチャー企業等が創出した知

的財産の活用スキームに関する調査研究」（特許庁） 

図 2-11 大企業における OI 推進体制 
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(4) 連携におけるオープンイノベーションのプロセス 

オープンイノベーションは「目標設定・スタンス」、「推進体制」、「調査・発掘」、「評価・見極め」、

「スキーム選択」、「スキーム運用」の６つのプロセスに分解・整理できる。 

 

出典：特許庁産業財産権制度問題調査研究「H29 中堅・大企業等におけるベンチャー企業等が創出した知

的財産の活用スキームに関する調査研究」（特許庁） 

図 2-12 連携におけるオープンイノベーションのプロセスと論点 

 

本調査では、前述のようにベンチャー企業の連携におけるオープンイノベーションのプロセスとし

ては、「事業アイディアの棚卸しと戦略」、「ビジネスモデルの検討」、「連携相手の探索」、「連携」した

成果を、量産等を行い「事業化（上市）」とし、「連携」をさらに分解すると、「戦略策定からオープン

ディスカッション」、「企画・協議」、「価値の検証（PoC）」、「研究・開発」、「次フェーズへの意思決定、

「事業シナジーの発揮/再チャレンジ」とした。 

 

 

図 2-13 ベンチャー企業からみた連携におけるオープンイノベーションのプロセス 
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各種事業や連携事例によっては必ずしも上記のプロセスによらない、明確に分かれていないなど

が想定される。そのため、本調査で対象とした分野（AI、機器・ロボティクス、素材、バイオ・創薬）に

おける企業の事業プロセスについて既存文献及びヒアリング調査から概観すると下記の通りである。 

 

AI 分野では、AI の開発フェーズを①企画フェーズ、②PoC フェーズ、③開発・実装フェーズ、④

検収・運用フェーズの４つのステップで分類整理されている（図 2-14）。 

ヒアリングしたベンチャー企業では、①AI の正しい共通理解醸成②AI 導入効果アセスメント・パイ

ロット検証、②本格開発実証実験システム連携、③運用・改善・横展開、④事業化のステップとなっ

ており、ヒアリングした事業会社では、①企画、②要件定義、中間検査、検収のマイルストーンフェー

ズ、③事業化のステップとなっているとのことであった。 

 

 

出典：「事業会社に向けた AI ベンチャーとの共同研究開発に関する手引き ～連携にあたり理解しておきた

い 24 の「こころ構え」～」（国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）より抜粋 

図 2-14 AI 開発における４つのフェーズ 

 

ものづくり分野では、既存文献において、共同開発プロセスを①事業構想・製品企画、②設計・機

能試作、④量産設計・量産試作、④量産の４つのステップに整理されている。またそのプロセスの中

で、外部資源の活用・連携のニーズは、ベンチャーが自社内で開発機能を持つかどうか、または量

産経験があるかどうかによって変化する旨が整理されている（図 2-15）。 

ヒアリングしたベンチャー企業では、連携のフェーズとして①フィジビリティスタディ（コア技術が利

用できるか検証）、②試作機作成、③量産開発、④製造販売の段階を踏んでいるとのことであった。

また、ヒアリングした事業会社では、連携のフェーズとして①企画構想、②マイルストーンを一定期間

毎に設定した技術の検証・開発フェーズ、③量産開発、④製造販売の 4 つのステップになるとのこと

であった。 
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出典：「ものづくりベンチャーと中小製造業の連携に関する調査研究（2018 年 3 月）」（独立行政法人中小企業

基盤整備機構） 

図 2-15 ものづくりベンチャーによる工程ごとの外部資源活用・連携の在り方 

 

ロボティクス分野は、ハードウェアとアプリケーション双方の開発を要するため、ベンチャー企業が

もつ開発環境や経験をどの分野で有しているかにより、他事業者との連携の在り方が異なる。既存

文献において、複数のサプライヤーの知見をオープンイノベーションにより集積し、商品化までの時

間を短縮する動きがみられた。その中では事業プロセスは、①ソリューション研究、②研究開発検

証・試作・評価、③共同研究開発・製品化、④共同受注・商品化・知財の移転の４つのステップに整

理されている（図 2-16）。 

ヒアリングしたベンチャー企業では①企画検討、②机上コンサル、③モックアップ製作・実証実験

（ハードウェア/ソフトウェア受託開発）、④量産検開発、⑤製造販売のステップとなっている、ヒアリン

グした事業会社では①企画ディスカッション、②モックアップ製作、③共同研究開発、④製造販売の

ステップとなっているとのことであった。 
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出典：「神奈川版オープンイノベーション」（地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所ロボット研究会） 

図 2-16 オープンイノベーションによるロボット開発のプロセスイメージ 

 

素材系分野では、①研究開発、②開発、③生産技術、④本量産、⑤量産効率化が企業の成長ス

テージとされている（図 2-17）。 

ヒアリングしたベンチャー企業では①標準サンプル提供、②軽いカスタマイズ（配合を変える程

度）・検証、③本格的なカスタマイズ・共同研究開発、④用途開発・量産開発、⑤製造販売のステッ

プとなっており、ヒアリングした事業会社では①技術提案、②試作、③用途開発・共同研究、④量産

開発、⑤製造販売のステップとなっているとのことであった。 

 

 

出典：「素材産業におけるイノベーションの役割と期待」（経済産業省） 

図 2-17 素材系企業の成長ステージ 
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医薬品分野では、①基礎研究、②非臨床試験、③臨床試験、④承認申請・審査、⑤製造販売が

開発のプロセスとされている。このうち創薬系ベンチャーは、基礎研究（コア技術）をベースとして、販

売に至るまでのすべてのプロセスにかかわるとされている（図 2-18）。 

医療機器分野では、①基礎研究、②試作機開発、③非臨床試験、④臨床試験、⑤承認申請審査、

⑥販売が開発のプロセスとされている。このうち医療機器系ベンチャーは、主に基礎研究から臨床

試験に入るまでのフェーズを担うとされている（図 2-19）。 

再生医療分野では、①基礎研究、②非臨床試験、③臨床試験、④承認申請審査、⑤販売が開発

のプロセスとされている。このうち再生医療等製品系ベンチャーは、基礎研究から臨床試験まで、ま

たはすべてのフェーズを担う、多様な形態をとっているとされている（図 2-20）。 

ヒアリングしたベンチャー企業では①連携提案・条件交渉、②受託研究・フィジビリティスタディ、③

共同研究、④量産開発、⑤製造販売の段階を踏んでいるとのことであった。 

 

 
出典：「医療系ベンチャー支援ガイドブック」（厚生労働省） 

図 2-18 医薬品の開発プロセス 
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出典：「医療系ベンチャー支援ガイドブック」（厚生労働省） 

図 2-19 医療機器の開発プロセス 

 

 

出典：「医療系ベンチャー支援ガイドブック」（厚生労働省） 

図 2-20 再生医療等製品の開発プロセス 
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以上を踏まえ、本調査における連携フェーズとの対応関係を整理した（図 2-21）。 

 

出所：各種資料より株式会社価値総合研究所 作成 

図 2-21 業種別の連携プロセス 
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3.  連携フェーズ別の留意事項と対応策 

3.1  ベンチャー企業と事業会社の連携に係る全般的な課題と対応 

ベンチャー企業と事業会社が契約に至るには、担当者間での協議を経て契約の取り交わしとなる。

ここでは契約に至るまでの課題やよくある留意事項、障壁について整理する。 

 

(1) 事業会社におけるベンチャー企業等との連携に対する方針 

事業会社がオープンイノベーションに取り組む目的としては、前述（図 2-8）のように既存事業の

高度化、新規事業の創出の大きく二つの方向性がある。その際に事業会社においては、自社内で

は解決できない研究開発の課題をベンチャー企業等の外部の力を借りてオープンイノベーションに

取り組みたいと考えている。 

そのため、自社事業に足りない技術をベンチャー企業等に補ってもらうには、ベンチャー企業の

技術や製品がある程度出来上がっている状態であることが前提となり、共同研究開発というより、ライ

センシング、業務委託や資本業務提携などの契約になる傾向にある。 

事業会社の既存事業や既存製品の高度化が目的となる場合、ベンチャー企業等の商品やサー

ビスを単純に取り込む・実装する、あるいは事業会社ブランドのみを活用する協業となると、事業会

社の既存事業のルールに合わせてもらう必要がある。 

また、「ベンチャー企業とは、失敗することを前提に付き合わないといけない。」という認識もある。 

 

(2) 事業会社からみた連携先としてベンチャー企業に求めること 

前述のような方針を持つ事業会社においては、ベンチャー企業のビジネスモデルや技術・製品が

明確に確立されている場合は、それを事業会社が活用するという形態で協業契約の締結が進みや

すい。しかし、ビジネスモデルや技術・製品が確立されていない状況での協業、共同での研究開発

を行う場合、協業で発生した知財に関して基本的に全て事業会社帰属にすることが基本スタンスで

あり、そこから交渉を始めるため、ベンチャー企業にとっても合意できずに交渉が進みづらくなる。 

そのため、ベンチャー企業が、自社の何がコアで何を売り物（提供物）にし、何を守るのかがはっき

りしていれば交渉がしやすい。 

ヒアリングしたベンチャー企業においても、自社の守るべき知財や事業範囲を明確にしているため、

事前の協議や契約段階においても守るべき基準や交渉のノウハウが確立されている場合には事業

会社と連携等により成長していた。 
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(3) 企画・協議段階（契約交渉前）における課題 

ベンチャー企業と事業会社がどのような連携を行うか、企画や可能性を相談・協議したのち、ある

程度相談が進捗した際は、NDA 締結、あるいは PoC や共同研究開発等の具体的連携にむけた契

約に至ることとなる。それぞれの契約を行う前には一定の事前協議があり、この段階においてベン

チャー企業と事業会社との思惑や意向の齟齬があると、のちのちの契約交渉に影響することになる。 

ここでは既存文献等において、契約前の段階で生じる問題や留意事項について整理する。 

 

 ベンチャー企業に起因する事項 

① ベンチャー側の事業プランや技術の説明不足 

 技術に関して事業会社に説明しても理解できない、混乱を招くと思っているので説明を省いて

しまう。技術には強いがビジネスに疎く、ビジネスモデルや連携のモデルをうまく説明できない。 

② 最終的なフェーズを見据えた連携プランの欠落 

 初期段階で量産まで同じ事業者に依頼するのか、何を達成したいのかなど連携プランを明確に

し、できることできないことを理解共有したうえで進める必要がある。認識があいまいだとお互い

提供しあえる価値が少なくなる。 

③ 段階的な連携を見据えたマイルストーンや協業解消が未設定 

 マイルストーンを設定しておらず、協業解消の条項がないと、うまくいく見込みがなくても続けて

しまう。さらに連携解消までの費用は払ってもらえない、知財や成果物は持っていかれるという

ケースも想定される。 

④ スピードを重視しすぎで内容を軽視 

 意見を出し合って「スピード重視」を主張するあまり、事業会社から協業を断られる結果になる。 

⑤ 機密情報の安易な開示 

 NDA 締結前にも関わらず、機密情報をいつの間にか開示していたなど、ベンチャー企業の情

報管理体制に懸念がある。 

 

⑥ 開発以外に契約等に対応できる人的リソースがない 

 法務や知財などの契約や企業連携に必要な専門人材等を含め、コストが足りないので開発以

外には手が回らない。 
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⑦ 権利配分についての交渉は心理的ハードルが高い 

 事業会社との付き合いもあるので開発の発展機会を失ってしまいかねないと考え、初期段階で

は敢えて問題を取り上げないケースがある。 

 

 事業会社に起因する事項 

① 意思決定のスピード感がない 

 経営による投資委員会を開催するのに数ヶ月かかってしまうため案件を逃してしまう。財法務面

での調査に時間がかかりすぎることや、リスクを許容しない考え方が、特にスピードが求められる

ベンチャー企業との連携において課題である。意思決定プロセスが本体企業に依存している

と、既存事業の延長線上以外での投資が行いにくくなることや意思決定スピードが遅くなる。 

② 事業連携に伴うマイルストーンや KPI 設定ができない 

 事業会社が契約時点では KPI 設定ができず PoC の結果を承諾しないので、PoC が継続され

てしまうほか、契約上、明示的に次の共同研究開発フェーズに移るタイミングが示されていない

ため、塩漬け状態になる。 

③ CVC の体制 

 開始後、3-4 年でトップが代わってしまい、CVC を廃止してしまう。既存事業とのシナジーを前

提とした出資を行うため、事業の自由度を奪われるのではないかとベンチャー企業が警戒心を

抱くこととなる。 

④ 契約内容が対等な関係になっていない 

 ベンチャー企業はなるべく広く活用、投資家へのアピールのため単独保有したい、元の技術や

アイディアはこっちのものとの認識があるが、今後の事業展開等を一切無視し、技術の権利関

係や開発における貢献度等を精査せずに知財の帰属を一方的にしているなど、知財や権利配

分がアンバランスとなっている。 

 事業会社が、優越的な地位にあることが認められる事業会社からその地位を利用して、データ

を一方的に提供することを求められ、データの利用権限の配分が当該製造業者に不当に不利

益を与えるものである場合には、独占禁止法上の優越的地位の濫用（独占禁止法 2 条 9 項 5

号）等に該当することがあり得る。 
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 ベンチャー企業、事業会社双方に起因する事項 

① 成果の到達イメージが共有できていない 

 AI 開発などでは精度や挙動が保証できないので成果物の権利やお金にまつわる部分を協議

しにくい。契約時に成果物のイメージがないので精度や挙動の保証を含め成果物について中

身が正確に把握できないため、客観的に判断しづらく契約における権利やお金にまつわる部

分を協議しにくい。 

 ユーザーの満足いく精度をもった製品を完成させられるかという点で製品化に耐えうる精度が

最終的に出ない場合などリスクも考慮した契約が必要となる。 

② 十分権利関係について交渉せずに開発を進めてしまう 

 権利関係の認識が甘く、権利について交渉していないため、後々買い取るとなると莫大なコスト

がかかり、場合によっては険悪な関係に陥りトラブルにも発展する。 

③ AI 開発等のノウハウに関しての相互理解が不足している 

 何がノウハウで何がそうでないかが難しい、当事者間でノウハウの価値が異なる場合がある。 
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3.2  NDA における事例と対応策 

(1) NDA 締結における状況 

NDA は、機密情報に関する双方のトラブルを減らすため、相談がある程度進んだ段階で締結する

ことが望ましい。また、慣習的にも NDA を締結してから本格的な協議を開始することになっているほ

か、事業会社とベンチャー企業との連携に限らず一般的な契約でもあることから各種雛形も公開さ

れている。 

そのため、ヒアリング調査では、自社で雛形を保有しているベンチャー企業も多く、交渉時に自社

の雛形を提示していることが多いことが明らかになった。さらに、各種契約においても秘密保持条項

が含まれている一般的な条項でもあることから、場合によっては形式的な契約になりかねず、契約内

容よりもその運用において課題となっている傾向にある。 

 

(2) 契約で争点となる条項や問題事例 

ここでは主にベンチャー企業へのヒアリング調査から得られた NDA で争点となる条項及び具体的

な事例を下表にまとめた。争点となる条項の事例及び契約締結後の運用面での課題としては、「秘

密情報の定義」、「秘密情報の取扱い」、「損害賠償等」、「有効期限」等があげられた。 

また、ヒアリング調査で得られた、争点となった条項等に対応する具体的な契約条文例及び条項

に関わる対応策を後述しているのでそれぞれ参照されたい。 

 

表 3-1 NDA おける争点となる事例 

条項等 問題例 条文例 対応策 

秘 密 情 報 の 定

義/対象 
 事業会社の秘密情報のみが対象となっており、ベン

チャー企業の秘密情報が対象となっていなかった

（AI） 

条文例 1 3.2 (3) 2) 

秘 密 情 報 等 の

取扱い 
 相手先の担当者以外に面識のない部署から、開示し

た自社の情報について問合せがあり、秘密情報を開

示する範囲が特定されていないことが懸念された（バ

イオ） 

 3.2 (3) 3) 

損害賠償等  ベンチャー企業のみが損害賠償を負う一方的な条項

となっていた（ロボ・機器） 

 3.2 (3) 4) 

有効期限  無期限もしくは長い有効期限と切れにくい自動更新

契約となっていた（ロボ・機器） 

条文例 2 3.2 (3) 5) 
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条項等 問題例 条文例 対応策 

その他  知的財産権が事業会社の総取りとなっていた（AI/ロ

ボ・機器） 

 ベンチャー企業のみ単独義務条項があるなど、対等

な契約になっていなかった（AI/ロボ・機器） 

 出資契約を伴う際、条件として同業他社との協業は

制限された（ロボ・機器） 

 3.2 (3) 6) 

（ ）内はヒアリング対象としたベンチャー企業の業種 

 

以下、具体的な条文例を提示する。条文における甲は事業会社、乙はベンチャー企業を指す。 

 

【条文例 1】：秘密情報/秘密情報等の取扱い 

（秘密情報：定義） 

本契約における秘密事項とは、甲が乙に開示するにあたって、書面・口頭とを問わず、甲の秘密

事項である、文書、図面、その他書類、又はフロッピーディスク、MO ディスク等磁気的若しくは光

学的に保存された甲の業務上における一切の知識及び情報をいう。（AI） 

留意すべきポイント 

 事業会社の秘密事項のみが記載されており、ベンチャー企業の秘密事項が定義されていな

いため、ベンチャー企業の情報に秘密事項はないとされてしまう。 

 事業会社からの一方的な情報提供で、ベンチャー企業からは秘密事項を提示しない場合は

よいが、技術情報など秘密事項を事業会社に提供する場合は、双方での秘密事項を対象と

することが推奨される。 

（ ）内はヒアリング対象としたベンチャー企業及び事業会社の業種。事業会社の場合は（事：）とする。以下、

同様。 

 

【条文例 2】：有効期限 

（有効期間） 

本契約の有効期間は、契約締結の日より満３ヶ年とする。ただし、期間満了時に甲乙間の取引が

継続している場合、当然に３ヶ年延長されるものとし、その後も同様とする。（ロボ・機器） 

留意すべきポイント 

 締結の期間についてはビジネスの状況に応じて双方で合意を図る必要がある。「甲乙間の取

引が継続している場合」については、秘密保持契約を締結した事業に係る取引であることな

ど、取引の内容範囲は協議する必要がある。 
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(3) 問題事例への対応策 

ヒアリング調査等によりベンチャー企業及び事業会社において、以下の対応を取っていることが明

らかとなった。前述で提示した争点となる事項別に対応策を示す。 

 契約全般での対応 

 契約の交渉/締結 

 対等になっていない条項はその都度変更・交渉する。（AI/ロボ・機器/素材） 

 NDA の目的や期限等限定条件を付加できるよう交渉する。（AI） 

 事業会社で NDA と関係の無い他の条項がたくさん盛り込まれている雛形の場合、自社の雛形

を提示する。（ロボ・機器） 

 交渉の余地が無い場合は破断とする。（AI/事：化学） 

 お互いにリスペクトしましょうという精神的な側面もある契約と考えている。（事：機器） 

 NDA の段階で、次のステップへ進む意向について確認しておくことで、PoC 契約にもスムーズ

に進むことができる。（事：機器） 

 

 NDA 以外の契約を締結している 

 NDA 締結段階では机上企画検討フェーズに入るのでコンサルティング契約を締結する。（ロボ・

機器） 

 投資判断における契約協議においては、知財や秘密事項など後々訴訟トラブルになりそうな事

項が想定される場合もあるため、NDA は締結しない。（事：機器） 

 

 秘密情報の定義/対象 

 甲の秘密事項のみは双方向に修正する 

 甲のみなど一方向な条項は双方向に修正している。（AI/ロボ・機器/素材） 

 

 NDA の開示条件・対象範囲を設定する 

 事業会社がベンチャー企業の技術を取り込むことを見込んでいる場合は、事業会社からの開示

範囲を広げる。（事：機器） 

 NDA の締結段階で、NDA の先に進むことを見込んでいるか、次のステップに進む意思がある

か否かを、現場担当者に確認をしている。次に進むことを見込んでいる場合には、NDA の情報

の開示条件を調整する。（事：機器） 

 事業化に係る技術はあらかじめ可能な限り、網羅的に特許を取得する。（素材） 
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 将来の開発を制限しない 

 双方が数年ディスクローズしない内容にし、互いに将来の開発を制限する文言は入れないよう

している。（事：機器） 

 

 秘密情報の取扱い 

 NDA の対象であることを明確にする 

 具体的には秘密情報には紙面や画面上に【confidential】と明記し、定義をしっかりする。口頭に

よる情報共有も文書メモとして共有する。（事：機器） 

 

 NDA の開示対象者を明確にする 

 機密情報の開示の範囲、担当部署やメンバーなど開示する対象者を明確にする。（事：機器） 

 

 NDA 締結しても開示する情報は精査する 

 NDA 結んだ場合でも出したくない情報も存在するため、すべての情報を開示するという意味で

はないことを双方が理解しながら進める。（事：機器） 

 

 損害賠償等 

 甲乙双方が対象となることを明記する 

 ベンチャー企業だけが損害賠償の対象となる条項については双方（相手方）と修正する。（AI/

ロボ・機器/素材/事：機器） 

 

 有効期限 

 有効期限は残存条項も留意して協議する 

 有効期限についてはケースバイケースであるが、契約期間が終わっても残存条項により契約期

間終了後も秘密保持義務を負うケースもあるため、留意が必要である。 

 

 その他の条項等 

 知的財産権の帰属等にかかる条項は含めない 

 NDA の段階では知的財産権には触れず、PoC 以降で協議する。（AI） 

 PoC や共同研究開発を行うかを協議する段階での NDA であれば、知的財産権の帰属は含め

ない。（AI） 
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 PoC や共同研究開発を行うかどうかを見極める段階での NDA を締結する場合、知的財産権が

発生する可能性は少ないこと、さらに知的財産権の帰属についてはベンチャー企業、事業会社

の双方で協議となるところでもあり、その交渉に時間を要する可能性があるのであれば、事業を

速やかに進めるには NDA では知的財産の帰属条項を含めない。 
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3.3  PoC 契約・共同研究開発契約における事例と対応策 

PoC 契約、共同研究開発契約においては、PoC 契約として明確に分けて締結があまりなされてい

ない実態や契約面で争点となる条項の事例、その対応策について重複するところが多い。本項では

PoC 契約及び共同研究開発契約をあわせて整理した。PoC 契約における特徴的な事項について判

別できるよう明記した。 

PoC に関しては、相手の実力を試すための PoC、相手の知見を得るための PoC、事業の PoC を

検証する前に行う技術的な PoC、試作品を作るための PoC、小さな実証を行う為の PoC、相手の技

術を補完する、補完される、補完し合う PoC など様々あり、それぞれ業務委託契約やライセンス契約

など様々な契約で締結されている。 

そのため、本調査における PoC は、ベンチャー企業の技術を事業会社の事業目的に利用し得る

か、また共同研究開発を行う価値があるか、技術検証を行う段階とし、次のステップに速やかに移行

するか判断できるよう、PoC に取りかかれることを目的とした契約（技術検証契約）と設定した。 

 

(1) PoC 契約及び共同研究開発契約における状況 

PoC 契約については、PoC という言葉自体に馴染みのない場合もあり、フィジビリティスタディや実

施可能性調査という表現が相手に理解を得られる場合もある。ヒアリング調査によれば、PoC 契約と

しての雛形を保有しているベンチャー企業はなく、既存の委託開発契約等で対応している。具体的

な契約としては、以下の通り。 

 

 具体的な契約形態例 

 プロトタイプ開発とそれによる実証実験までを行う段階の委託開発契約と、実証実験を踏まえて

事業化に向けて取り組む段階の委託開発契約とで 2 段階に分けて契約を締結することが多

い。（ロボ・機器） 

 試作開発費としてフィーをもらう受託開発契約書とする。（ロボ・機器） 

 基本的には業界や技術の調査研究の受託とする。（バイオ/ロボ・機器） 

 契約形態は、業務委託契約であり、請負に近い場合もあれば、ソフト系の開発の場合は先方の

希望も踏まえて派遣契約を締結する場合もある。（事：機器） 

 ベンチャー企業の技術を利用することになるため、ライセンス契約となる場合もある。（事：機器） 

 

 PoC が他の契約に含まれる例 

 軽めのカスタム品提供は、NDA（マテリアルトランスファー含む）＋費用負担契約とする。（素材） 

 標準サンプル品の提供の場合は、NDA を締結しないが覚書を提示する。（素材） 
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 重めのカスタム：共同研究契約＋費用負担契約とする。（素材） 

 NDA のあとに話が進めば共同研究契約か出資契約、または両方の契約を結ぶ。PoC は独立し

た契約書ではなく、出資や共同研究のなかに PoC 条項をいれて、マイルストーン化している。

（事：機器） 

 

また、PoC 契約においては、ヒアリング調査等では以下の課題があるとの意見があった。 

 

 ベンチャー企業は PoC の対価設定が難しい 

 開発にどれくらいのコストや時間がかかるかわからない。評価や成果の定義が難しく、契約締結

時には仕様や検収基準は定まらないので開発にどれくらいのコストや時間がかかるかわからな

い。また事業会社は AI にうとくベンチャーの見積もりの根拠が理解できない場合がある。（AI） 

 AI 開発の人件費の見積もりが困難。通常の SE の単価とは異なるため、事業会社の理解が必

要となる。（AI） 

 ゼロから共同のものづくりをすると思われがちで、PoC を有償とする場合の対価の根拠を即答で

きなかった。（AI） 

 

 やるまでわからないことが多く、PoC の結果を保証できない 

 想定外の結果が出る場合もある、やってみないとわからないことが多く、開発中に思った通りの

挙動が出ない場合やり直そうにも AI の思考過程の検証が難しく改良すべきところがわからない

など、実用化、製品化までにはエラーの検証やシステム改善のための試行錯誤の時間やコスト

がかかる。また多くの検証を重ねるまで実用可能か判断がつきづらい。 

 

 事業会社は PoC の成果（プロトタイプ）に高い精度を求める 

 事業会社は PoC で作成するプロトタイプあっても量産化したようなきれいな成果物を求めてく

る。（ロボ・機器） 

 

 事業会社は PoC を無償で行うことを前提とする 

 PoC を無償のサンプル提供と勘違いし、後の業務委託で費用負担するから無償が当然というス

タンスで対応される。PoC において試作機の製作コストが必要となるが無償で依頼された。（AI/

ロボ・機器） 

 

次に、共同研究開発契約においては、事業会社へのヒアリングによれば、共同研究開発先はベン

チャー企業ではなく、大学（産学連携）で行うことが多く、前述のように共同研究開発を行う対象とし

てベンチャー企業を選択する場合は、一定の技術・サービスやビジネスモデルが整ったベンチャー
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企業であることが連携の条件となっている。そのため、連携対象候補となるベンチャー企業は知的財

産権の考え方もよく理解されている傾向や印象を持っており、ベンチャー企業とも公平な関係で契

約を締結することが意識されていた。 

契約面では、前述のように共同研究開発を行う目的、成果の達成イメージの共有のほか、後述す

る知的財産権の帰属等、契約期間等が課題となる。 

また、共同研究開発契約の段階になると、PoC段階よりもより双方の関係が密になることから、業務

提携や資本提携も絡んでくることがあり、契約形態としては業務提携契約のあとに共同研究開発契

約を締結、あるいは業務提携契約に共同研究開発契約をぶら下げるパターンもあるなど、事業会社

とベンチャー企業の関係も異なってくる。 

共同研究開発契約の雛形は、NDA と同様に、保有しているベンチャー企業は多く、事業会社との

連携に際しては、原則、ベンチャー企業が雛形を提示し、事業会社の希望によっては先方の雛形を

利用している場合が多かった。 

 

(2) 契約で争点となる条項や問題事例 

ヒアリング調査により PoC 契約及び共同研究開発契約で争点となる条項及び具体的な事例を下

表にまとめた。 

PoC 契約、共同研究開発契約で争点となる条項の事例としては、「業務内容」、「知的財産権の帰

属等及び成果の帰属」、「競業禁止」、「損害賠償等」、「期間」、「委託料及び支払条件」があげられ

た。 

また、ヒアリング調査で得られた、争点となった条項等に対応する具体的な契約条文例及び条項

に関わる対応策を後述しているのでそれぞれ参照されたい。 
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表 3-2 PoC 契約・共同研究開発契約における争点となる事例 

条項等 問題例 条文例 対応策 

業務内容  PoC で実施する範囲や成果目標は交渉が必要と

なる（AI/ロボ・機器） 

 3.3 (3) 2) 

知 的 財 産 権 の

帰属及び成果

の利用 

 

 事業会社が知的財産権を総取りとなっていた（ベ

ンチャー企業） 

 ベンチャー企業が保有する組み入れ分の知財も

含めて、事業会社への無償提供、帰属の共有に

なっていた（AI/ロボ・機器） 

 良くても共有を前提とされる（AI/ロボ・機器） 

 成果について用途限定のない知財契約を結ばさ

れそうになった 

 元からある知的財産権が分離できる場合を除い

て、事業会社は自由に頒布等でき、実質的に事

業会社がベンチャー企業の承諾なしに自由に利

用できる（既存の製品などを改良したモノなどは分

離が難しい） 

 特許が有効な全ての期間において、指定した用

途における使用を禁止される（AI/素材） 

条文例 1 

条文例 2 

 

 

3.3 (3) 3) 

競業禁止  広い範囲（地理的・ジャンル）で競業禁止された

（ロボ・機器） 

 本来必要な分野以上に広い範囲において共同研

究で得られた特許を用いた協業を禁止される（素

材） 

 事業会社が自社内で開発中のもの、自社開発は

やらない予定のものを把握出来ていないので、競

業を制限する範囲設定が広くなり、交渉が平行線

になりやすい（AI） 

条文例 3 3.3 (3) 4) 

損害賠償等  PoC の試作機であるにも関わらず、故障時保証及

び損害賠償請求を強要された（AI） 

 ベンチャー企業のみが責務を負う、片務的な条項

となっている（AI） 

 損害賠償の上限額等の記載がない（AI） 

条文例 4 3.3 (3) 5) 
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条項等 問題例 条文例 対応策 

契約期間  事業会社が独断で一方的に解約可能となってい

る（AI） 

条文例 5 3.3 (3) 6) 

委託料及び支

払条件 
 PoC を有償とする場合の対価の定義を示す必要

がある（AI） 

 対価なく知財帰属を求めてくる（ロボ・機器） 

 検収に関する期日の定めがないため支払時期が

見通せない（ロボ・機器） 

 ベンチャー企業のみ費用負担（AI） 

条文例 6 3.3 (3) 7) 

その他  ベンチャー企業のみが義務等を負う片務的な内

容となっている（AI/ロボ・機器） 

条文例 7  

（ ）内はヒアリング対象としたベンチャー企業の業種 
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以下、具体的な条文例を提示する。条文における甲は事業会社、乙はベンチャー企業を指す。 

 

条文例 1：知的財産権の帰属等 

（成果の帰属等） 

本研究により得られた全てのデータ、材料、本研究の結果、本研究の実施に際して生じた産業財

産権を受ける権利及びそれに基づく産業財産権などの一切の技術的成果は、原則として甲に単

独で帰属する。（AI） 

（成果の帰属等） 

本成果について、産業財産権に関する法律、著作権法若しくはその他の法律による保護を受けら

れる場合、本件業務の実施開始以前より乙が有していたもの(以下「乙既保有部分」という)を除

き、かかる権利(以下「本件知的財産権」という)は全て甲に帰属するものとする。なお、甲は、本件

知的財産権を乙より何等の拘束を受けることなく、自由に自ら実施若しくは使用し、又、自己の子

会社及び関連会社、その他の第三者に対して実施若しくは、 使用する権利を許諾することがで

きるものとする。（AI） 

（成果の帰属等） 

本業務の遂行によって発生した業務著作物の著作権（財産権）は甲に帰属するものとし、乙は、

著作者人格権は行使しないものとする。（ロボ・機器） 

（著作権等） 

本件知的財産権(著作権法第 27 条及び第 28 条に定める権利を含む)が乙又は担当従業員に発

生する場合には、乙は、かかる旨を速やかに甲に通知するとともに、直ちに当該権利を甲に譲渡

し又は担当従業員をして譲渡させるものとする。（AI） 

（著作権等） 

乙は、成果品が著作権法第２条第 1 項第 1 号に定める著作物に該当する場合には、当該著作物

に係る乙の著作権を当該著作物の引渡し時に甲に無償で譲渡する。 （AI） 

（成果の帰属） 

本件業務において新たな発明、考案、創作、商標、著作物、ノウハウ等（以下「本件発明等」とい

う）がなされた場合、本件発明等の帰属については甲に帰属するものとする。（ロボ・機器） 

（権利の帰属） 

本成果に関する産業財産権及び著作権その他の一切権利は、全て原始的又は納入と同時に甲

に帰属するものとし、甲は乙及び第三者より何ら拘束も受けることなく本成果を使用、収益、処分

できるものとする。なお当該権利が乙又は乙の従業員に発生する場合には、乙はかかる旨を速や

かに甲に通知するとともに、直ちに当該権利を甲に譲渡するものとする。（AI） 
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留意すべきポイント 

 成果の帰属が、すべて事業会社に帰属することになっており、ベンチャー企業の権利がない

契約が多数存在する。 

 ベンチャー企業が事業開始前に保有していた権利は除かれていることが条項に含まれてい

る場合もあるが、ベンチャー企業が事業開始前に保有していた権利等はあらかじめ除かれる

こと、組込によって得られた成果など成果の分離が難しい場合などが存在する。 

 共同研究開発において、ベンチャー企業が開発を担い発明者となることが想定されるため、

事業会社により知財が総取りとなっている場合は、発明者主義での権利持分、あるいは権利

譲渡に伴う対価を設定するなどが必要である。 

 

（ ）内はヒアリング対象としたベンチャー企業及び事業会社の業種。事業会社の場合は（事：）とする。以下、

同様。 

 

条文例 2：成果の取扱い 

（権利の帰属等） 

本契約締結以前に乙が独自に産業財産権及び著作権を有するものを本成果に組み入れることが

ある場合（以下「乙組み入れ部分」という）、乙組み入れ部分自体に関する産業財産権及び著作

権は、乙に留保されるものとする。この場合乙は、乙組み入れ部分につき、甲及び甲が指定する

第三者が本成果を使用するため必要な範囲で、無償でこれを実施又は利用する再許諾権付権

利を甲に許諾させるものとする。（AI） 

（成果の取扱い） 

甲は、乙既保有部分のみを本成果の他の部分と分離又は独立させた形態で取り扱う場合を除

き、乙より何等の拘束を受けることなく、本成果を自由に使用、収益、複製、改変、送信及びその

他処分(実施又は使用の許諾を含む)することができるものとする。乙は甲に対し、かかる目的のた

めに必要な範囲で、乙既保有部分を含め本成果について乙が保有する知的財産権につき、自ら

がその実施及び使用をし、並びに、甲の子会社及び関連会社その他の第三者への実施及び使

用の許諾を行うことを認めるものとする。 （AI） 

留意すべきポイント 

 事業会社に対してベンチャー企業は、バックグランド IP も含めた使用を許諾していることと

なっている。そのため、バックグランド IP に対するライセンス料など対価設定などもあわせて

検討が必要である。 
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条文例 3：競業禁止 

（成果の帰属） 

乙は、甲の事前の書面による承諾なく、本件業務に基づき製造した本件製品あるいは本件製品

に類似した製品を製造し、または第三者に販売してはならない。（ロボ・機器） 

（履行の委任等） 

乙は、本契約期間中に本件業務と同一又は類似する開発について、甲の書面による事前の承諾

なく第三者と共同開発をし、また第三者から開発の委任を受けてはならない（AI） 

留意すべきポイント 

 「本件業務に基づき製造した本製品に類似した製品を製造」については、具体的な製品等を

特定できるようその範囲を明確化する必要がある。 

 類似する開発についてその範囲や対象をできる限り明確にする必要がある。 

 

条文例 4：損害賠償 

（第三者に対する損害） 

業務に伴い第三者等に与えた損害については、乙は賠償の責を負うものとする。ただし、乙の責

任に帰さない事由による場合はこの限りではない。（ロボ・機器） 

乙又は乙の従業員が、本契約のーに違反した場合又は本契約に関連して甲又は甲の顧客若しく

は第三者に損害を及ぼした場合、甲は乙に対して当該損害(直接損害および通常損害のみなら

ず逸失利益、事業機会の喪失、データの喪矢、事業の中断。その他の聞接損害、特別損害、派

生的損害及び付随的損害を含む全ての損害を意味する。) の賠償を請求できるものとする。（AI）

留意すべきポイント 

 ベンチャー企業のみが損害賠償の責を負うものとされており、事業会社による損害については

明記されていない、双方での義務を負う必要がある。 

 事業会社からベンチャー企業に対してのみ損害賠償請求となっている。また、損害賠償請求の

上限額を委託費とするなど上限額の設定も考慮する必要がある。 

 

条文例 5：期間 

（期間） 

甲はいつでも本契約を途中で解約することができるものとする。（AI） 

留意すべきポイント 

 契約の解除を契約違反等にかかわらず、無条件で事業会社が一方的にできることとなってい

る。ベンチャー企業と協議の上とするなどが必要である。 
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条文例 6：費用負担 

（本業務の遂行） 

乙は甲乙協議のうえ合意した別紙に定める本件業務を遂行するための体制及び別途甲乙間で

定めるスケジュールに基づき、自己の費用と責任にて本件業務を遂行するものとする。（AI） 

留意すべきポイント 

 ベンチャー企業が自己費用で行うこととなっている。共同研究開発契約にかかる費用負担を

協議する必要がある。資本契約や業務提携契約を締結していることだけで共同研究開発を

行うことにならないよう留意する必要がある。 

 

条文例 7：その他片務的な契約例 

（著作権等） 

乙は、成果品が著作物に該当する場合において、甲が当該著作物の利用目的の実現のために

その内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。また、甲は、成果品が著作物に該当し

ない場合には、当該成果品の内容を乙の承諾なく自由に改変することができる。（AI） 

（著作権等） 

甲は、成果品が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果品の内容を乙の承諾なしに

公表することができ、また、当該成果品が著作物に該当する場合には、乙が承諾したときに限り、

既に乙が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。（AI） 

（成果の発表） 

乙は、本業務の内容及び成果を原則として第三者に発表してはならない。前項の規定にかかわ

らず、乙が発表を希望するときは、甲に承諾をもとめ、甲がこれを認めたときは、乙はその認められ

た範囲内において発表することができる（ロボ・機器） 

留意すべきポイント 

 著作権、成果の発表とも、ベンチャー企業が公表等をおこなうには、事業会社の同意が必要で

あるが、事業会社が公表等を行う場合にベンチャー企業の同意なく実施できることとなってい

る。 

 

（秘密保持） 

乙は、本業務の遂行によって知りえた一切の情報について、甲の承諾なしに第三者に開示しては

ならない。（ロボ・機器） 

留意すべきポイント 

 NDA と同様、ベンチャー企業のみが秘密保持義務を負っているため、双方が秘密保持義務

を負う必要がある。 



 

-43- 

(3) 問題事例への対応策 

ヒアリング調査等によりベンチャー企業及び事業会社において、以下の対応を取っていることが明

らかとなった。前述で提示した争点となる事項別に対応策を示す。 

 

 契約締結全般 

（PoC 契約） 

 PoC は成功を保証するものではないことを共有する 

 技術検証であって成果保証するものではない。コンサルティング契約や技術調査レポートなど

の成果物で対応する。（AI/ロボ・機器） 

 

 PoC の成果は報告書とする 

 PoC はベンチャー企業の技術等が共同研究開発など次のフェーズに以降できるかを判断検証

する段階であり、PoC 契約を別立てする場合はその成果を実証成果の報告等のドキュメントとす

る。（AI/ロボ・機器） 

 

 共同研究開発契約への移行について定めた条項を含める 

 PoC 終了後に共同研究開発段階に移行するか、終了するかの通知を行うことについて期限を

設定して行うことで、速やかに次の段階に進む判断が可能となる。 

 

（共同研究契約） 

 独占・専売を主張する企業に対しては、基本的に受け入れずに粘り強く交渉する 

 資本業務提携を提案する、もしくは提案される場合は、専売ではなく、広く販売してトップライン

が上がっていくことで当社の企業価値が向上することで、資本業務提携した出資元にとってもメ

リット（将来のキャピタルゲイン）になるという Win-Win の関係性の構築を提案し、専売・独占の

主張を回避することもある。（素材） 

 

 業務内容/KPI 設定/期限 

 業務内容に関するマイルストーンと期限を定める 

 マイルストーンごとに約 2 か月間のレメディーピリオドを設けて、それを超えても課題解決ができ

ない場合は契約解除可能としている。（事：機器） 
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 契約期間だけでなく、契約金が年度あたり 5,000 万円以内の契約をライトに締結するようにして

いる。大企業内での決裁が早くスムーズに行え、ベンチャー企業のスピード感にもあっていると

考える。（事：機器） 

 

 知的財産権の帰属等 

 開発時に実装する内容・機能を明確にする 

 プロトタイプ開発時に実装する機能と実装しない機能を、別紙の書面にきるだけ細かく明記し、

委託開発契約書の締結段階で、開発内容の曖昧性をできるだけ無くすように努めている。（ロ

ボ・機器） 

 

 知的財産権等の帰属や成果の活用範囲はできるだけ明確な表現で特定する。 

 当社製品の今後の用途開発を共同で行う場合、その用途の領域設定が難しく、なるべく用途を

絞った内容を用途定義するようにしている（素材） 

 先方に帰属する範囲を広範囲、かつ曖昧な表現で定義されることが多いが、できるだけ狭義か

つ明確な表現で特定する。（バイオ） 

 

 知的財産権等の総取りが懸念される場合は、契約しないことも選択肢とする。 

 事業会社の雛形が、ベンチャー企業の事業を丸のみにする内容であり、販売権や知財権等に

ついて一方的に独占する内容が散見されたため、その契約を受け入れられなかった。（ロボ・機

器） 

 

 ソフトウェア等の場合、ソースコードは成果物としない 

 バイナリのみ納品として、ソースコードは納入しない（AI） 

 

 競業禁止 

 用途や競業の範囲を出来る限り明確化する 

 用途限定のない知財契約に対しては、用途限定で共有とした。量産した場合は、ベンチャー企

業にライセンス見返りがあるとした。仮に 1 年間量産に至らなかったものについての知的財産権

はベンチャー企業持ちとなるよう交渉する。（AI） 

 AI の場合、データが共有できることで精度がよくなるなど共有することのメリットを提示する 

 音声認識 AI の場合、他と競業避止といわれることもあるが、基本的にデータが多くあつまれば

自分たちのところの精度もよくなるのでそこをきちんと説明すると、回避できる。（AI） 
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 優先交渉権付与など、将来の市場が狭められないよう交渉する。 

 競業禁止など将来の市場が狭められないよう慎重に交渉、どうしてものときは優先交渉権付与

（ロボ・機器） 

 

 損害賠償等 

 損害の上限額の設定等を PoC 等の内容やコスト等を踏まえて甲乙で合意を図る。 

 損害賠償責任の範囲・金額・請求期間についてはベンチャー企業、事業会社双方の合意によ

り決められるべきものであるが、例えば、委託料の額を限度とするなど上限額を設定する。（事：

機器） 

 

 契約期間 

 マイルストーンなどを踏まえて期間を設定する 

 また、秘密保持条項等は NDA と同様、契約期間終了後の残存条項も留意して協議する 

 NDA および PoC ともにひな形で設定している有効期限は 3 年だが、実際は 1 年としているも

のが多い。開示する情報が多く、コアな内容であるほど長期にしたい。（事：機器） 

 契約のタームは 3 か月単位で区切って契約するようにしている。（資金調達が必要なベン

チャー企業の場合は異なると思う）長期で大きな契約を締結するよりは、ライトな契約を小刻み

に締結し、少しずつ次の段階に進めていく方が、ベンチャー企業にとっても良いと考える。（事：

機器） 

 

 委託料及び支払時期・方法 

 PoC を無償で行う場合は、ベンチャー企業からも条件提示を行う 

 無償の場合でも PoC 実施のプレスリリースを出して第二第三のお客様などの価値の収集がで

きたりすることを条件としている。（AI） 
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4.  今後のベンチャー企業と事業会社の連携加速に向けて 

本調査ではベンチャー企業及び事業会社へのヒアリング等により、契約に係る課題とその対応や

具体の条文例から、契約時において双方で留意すべきポイントなど多くの示唆を得られた。 

今後、ベンチャー企業と事業会社の連携をさらに加速させるには、契約面においては下記の留意

すべきポイントを踏まえ、どのような方針で連携を行うか、事前の企画協議段階からの共通認識を形

成すること、さらにその意図を契約書として落とし込めるかが重要になる。 

そのため、ベンチャー企業においては知財や経営に係る体制や知見が十分なリソースがない面

は否めないが、一定の知識・知見を備えておくことは、事業経営の観点からも必要不可欠であるとい

える。 

以下、本調査で得られたベンチャー企業、事業会社が留意すべきポイントについて示す。 

 

(1) ベンチャー企業と事業会社が連携にあたって留意すべきこと 

① ベンチャー企業 

 ベンチャー企業は自社の技術・知財・ビジネスモデルを明確にすること 

 ベンチャー企業が事業会社と協業にあたって、事業会社に実現したい目的がある場合と、自社

に実現したいゴールことがある場合がある。前者は受託研究や開発契約となるが、後者は自社

に技術を蓄積できる形の契約となるよう留意することが重要である。特に、自社の目的や業容拡

大発展のために必要となるコア技術は、自社内に蓄積できる事を軸（条件）に、外部と連携する

ことを望ましい。 

 事業会社へのヒアリングにおいても、ベンチャー企業のビジネスモデルや技術・製品が明確に

確立されている場合は、それを事業会社が活用するという形態で協業契約の締結が進みやすく

い。一方で、ビジネスモデルや技術・製品が確立されていない状況での協業や共同研究開発を

行う場合、協業等で発生した知財に関しては、基本的に共有か全て事業会社に帰属することを

基本スタンスとして交渉を始めるため、ベンチャー企業にとっても合意できずに交渉が進みづら

くなるといった意見があった。 

 

 事業会社（大企業）との取引実績づくりが連携の目的とならないよう精査すること 

 ベンチャー企業が自社の連携に係る契約面で問題があったケースは、事業としても未成熟な段

階で、他社（大手企業）との取引実績をつくりたい、あるいは資金調達が必要なことを優先して

契約している事例において発生していることが散見された。 
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 契約やビジネスの観点での知見をもつこと 

 事業会社、ベンチャー企業の双方から生じた意見であるが、ベンチャー企業が有する技術・製

品が重要であることは最低限あるものの、契約や経営の関する知見も備えるべきである。 

 ベンチャー企業において法律面での相談は、弁護士への相談に加えて行政の知財総合セン

ターなど相談窓口を使うなど工夫を凝らしている事例があった。また、弁護士に相談する場合に

おいても、必ずしもベンチャー企業の事業内容やビジネスを理解できているものでもないので、

最終的にはベンチャー企業側が契約内容を確認し、自らが書き換える案を作成できる能力を備

えた人材が契約窓口となっている事例が見られた。 

 

② 事業会社が留意すべきこと 

 ベンチャー企業と連携する目的・内容・マイルストーンを明確にすること 

 新規事業をたちあげなければならない、AI など流行のものでなにか事業が出来ないか探索しな

ければならないなど、目的やマイルストーンが明確でないままに、事業をスタートすると双方に

とって、異なる結果がベンチャー企業等と連携を行う目的を明確にしたうえで、取り組む必要が

ある。 

 

 自社の契約雛形を利用する場合は、下請け企業向けや知財総取りなど片務的な契約になってい

ないか確認すること 

 自社内における契約書雛形が存在する場合、下請けに提示する委託契約書など、相手方と対

等になっていない条項がないか確認すること。 

 事案に応じて修正できる体制（事業部門と法務部門との連携・調整）を整えておくことが必要で

ある。 

 

 事業担当者は、法務部門との協議ができること 

 事業会社の担当者は、ベンチャー企業との連携において知財や成果の取扱いについて合意を

図るとともに、事業会社内部で法務部門との調整が必要となる。法務部門は自社の利益確保や

リスク回避するための立場であり、その協議や指摘を踏まえて、最終的に調整・判断を事業担当

者が説明できることが望ましい。 

 

(2) 各契約における留意点 

① NDA  

NDA においては契約面での問題よりも、秘密情報の開示範囲や定義など具体的な運用面での課
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題が意見としてみられたところであるが、契約面では、以下の事項が留意すべきポイントとなる。 

 

（NDA で留意するポイント） 

 事情報の開示、守秘義務や損害賠償が片方になっていないか。 

 秘密情報の開示条件や範囲をできる限り定めているか。契約で定めるだけでなく運用面で

も、「Confidential」といったことを明記するなど取り決めをしているか。 

 知的財産権に係る条項など、NDA 締結段階では生じない条項が含まれていないか。 

 契約期間は適切か。契約終了後の有効期間に関する残務条項を考慮しなくていよいか。 

 

② PoC 契約 

本調査では、PoC をベンチャー企業と事業会社が本格的な共同研究開発を行う前段として、ベン

チャー企業の技術の有用性を検証するためのフェーズであること、速やかに締結できることなどを狙

いとして検討した。 

PoC に係る契約に関しては、ＰｏC の定義が幅広く、また PoC という単語自体の馴染みもない業界

もある。また、契約形態についてもコンサルティング契約、業務委託契約や共同研究契約に含まれる

など多様な形態が取られている。そのため、ＰｏＣ契約と共同研究開発契約が明確に区分されて契

約雛形として保有しているところはあまり見受けられず、また留意すべきポイントも重複する部分が多

いため、共同研究開発契約での留意事項とあわせて参照されたい。 

ここでは上記の目的において PoC 契約を締結する場合の留意すべきポイントを示す。 

 

（PoC 契約で留意するポイント） 

 PoC では成功を保証するものではなく、技術の適用可能性を確認するフェーズであることを

双方で理解出来ているか。 

 PoC に実施する際の、検証基準やマイルストーンを設定できているか。 

 成果物は、技術検証した結果を示したレポート（報告書）としているか。 

 協業禁止や成果の活用について範囲が不要に広くなっていないか。 

 共同研究開発契約への移行期限など、次のフェーズ移行が速やかにできるよう期限等を定

めているか。 

 他者との競業禁止している場合にその範囲を明確にしているか。 

 契約期間は適切か。契約終了後の有効期間に関する残務条項を考慮しなくていよいか。 

 



 

-49- 

③ 共同研究開発契約 

前述のように、共同研究開発段階においては、PoC と一体的であったり、業務提携、資本提携業

務にぶら下がっていたりなど契約形態は多様である。また、共同研究開発段階においては、ベン

チャー企業、事業会社とも、契約に当たっては相手が事業会社やベンチャー企業であるかないかに

関わらず、協議・確認すべき条項等は同じあるが、特に留意すべきポインを示す。 

 

（共同研究開発契約で留意するポイント） 

 共同研究開発を実施する際の、目的やマイルストーンを設定できているか。 

 共同研究開発に関与する者の役割分担は合意できているか。 

 成果の帰属が事業会社の総取りとなっていないか。 

 研究開発から生じた成果の帰属は、発明者主義など取り決めを想定できているか。 

 バックグランド IP や既存システムなど共同研究開発前に保有している知財について定義でき

ているか。 

 他者との競業禁止している場合にその範囲を明確にしているか。 

 損害賠償請求の範囲や金額規模は委託費とするなど条件を設定できているか。 

 優先交渉権付与など将来の市場を狭められることはないか。 

 契約期間は適切か。契約終了後の有効期間に関する残務条項を考慮しなくていよいか。 
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