
 

   東京大学知的財産関連補償金支払細則 

（平成１８年１月１６日東大規則第４５号） 

 

第１章 目 的 

 （目的） 

第１条 本細則は、東京大学発明等取扱規則（以下「発明等規則」という。）第２３条から

第２７条、東京大学著作物等取扱規則（以下「著作物等規則」という。）第１４条及び第

１６条、東京大学商標取扱規則（以下「商標規則」という。）第６条の３、並びに東京大

学ノウハウ取扱規則（以下「ノウハウ規則」といい、発明等規則、著作物等規則及び商

標規則と併せて「知的財産関連規則」という。）第９条及び第１１条の規定に基づき、補

償金の支払に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

 

 （定義） 

第２条 本細則における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 

 （１） 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。 

  イ 特許法に規定する特許権、実用新案法に規定する実用新案権、意匠法に規定する

意匠権、商標法に規定する商標権、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定

する回路配置利用権、種苗法に規定する育成者権及び外国における上記各種権利に

相当する権利 

  ロ 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受け

る権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録出願

により生じた権利、回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、品種登録を受ける

権利及び外国における上記各権利に相当する権利 

  ハ 著作権法に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物に係る著作権

並びに外国における上記権利に相当する権利 

  二 秘密性を有し、適当な形で特定・識別され、かつ財産的な価値を持つ一群の技術

情報（以下「ノウハウ」という。） 

 （２） 「教職員等」とは、知的財産関連規則に規定する教職員等をいう。 

 （３） 「その他の研究者等」とは、知的財産関連規則に規定するその他の研究者等を

いう。 

 （４） 「権利者」とは、知的財産関連規則に基づき、知的財産権を国立大学法人東京

大学（以下「大学法人」という。）に承継又は譲渡した教職員等及びその他の研究

者等をいう。 

 （５） 「必要経費」とは、大学法人が知的財産権の出願、登録及び維持保全並びに技

術移転活動のために負担した費用等をいう。 

 



 第２章 補償金 

 （登録補償金） 

第３条 大学法人は、大学法人が発明等規則に定める知的財産権を承継し、これが登録に

なったときは、当該知的財産権の発明、考案、育成、創作、登録又は案出を行った権利

者に対し、別表に定める登録補償金を支払うものとする。 

２ 前項の知的財産権が２か国以上において登録等された場合については、当該国毎に前

項の登録補償金を支払うものとする。 

 

 （譲受補償金） 

第４条 大学法人は、大学法人が知的財産関連規則に定める知的財産権を権利者から譲り

受けたときは、当該知的財産権の発明、考案、育成、創作、登録又は案出を行った当該

権利者に対し、別表に定める譲受補償金を支払うものとする。 

 

 （実施補償金） 

第５条 大学法人は、大学法人が知的財産関連規則に定める知的財産権を承継又は譲り受

け、当該知的財産権の実施又は処分等により収入を得た場合において、各規則の定める

補償金の権利者に対し、大学が負担した必要経費を控除した額の４０％の額の補償金を

支払うものとする。 

２ 前項における「当該知的財産権の実施又は処分等により収入を得た場合」には、損害

賠償請求等の当該知的財産権に関する権利行使により当該知的財産権の譲渡又は実施許

諾に準じる収入を得た場合、その他当該知的財産権に起因すると認められる収入を得た

場合を含むものとする。 

３ 東京大学におけるライセンス及びベンチャー支援に伴う株式等取得取扱規則により、

大学法人が知的財産権の実施許諾等の対価を株式等（新株予約権及び新株予約権付社債

を含む）で取得した場合、当該株式等が換金された時点で第１項の収入を得たと認識す

るものとする。 

 

 第３章 補償金の算定方法 

 （実施補償金の算定） 

第６条 実施補償金の算定は、事業年度（４月１日から翌年３月３１日まで）毎に行う。 

２ 大学法人は、各事業年度終了日における知的財産権の実施又は処分等による収入の累

計額が当該知的財産権の必要経費の累計額を上回った場合、当該権利者に対し実施補償

金を支払うものとする。 

３ 前項により実施補償金が支払われた場合において、当該実施補償金が支払われた対象

事業年度までの収入及び必要経費の累計額は、当該年度において相殺されたものとみな

し、次年度以降については新たに生じた収入及び必要経費に基づいて前項の規定を適用



するものとする。 

４ 前３項において、権利者に支払う実施補償金の算定額が千円未満の場合は、次年度以

降に繰り越すことができるものとする。 

 

 （共有権利者に対する補償金の算定） 

第７条 第３条から第５条までの規定に基づく補償金の算定において、権利者が２名以上

ある場合は、当該権利者の本学における持分割合に応じて行うものとする。 

２ 前項にかかわらず、当該補償金の分配について事前に全権利者の特段の同意がある場

合には、その分配比に応じて支払うことができるものとする。 

 

 （複数の権利の一括技術移転の際の補償金の算定） 

第８条 大学法人が複数の知的財産権を一括して技術移転した場合(以下、本条において「一

括技術移転」という。)、それぞれの知的財産権の収入は、大学法人の得た収入総額を当

該一括技術移転に対する各知的財産権の貢献度で按分した金額とする。この場合におい

て、当該貢献度は、全権利者の同意による事前の定め又は契約等による別の定めがない

限り、各知的財産権が均等であるものとみなす。 

２ 前項において、各知的財産権における大学法人の持分が異なる場合には、同項の貢献

度に当該大学法人の持分を乗じた比率で収入総額を按分するものとする。 

３ 前 2項の規定は、知的財産毎に分配できない必要経費の算定についても適用する。 

４ 一括技術移転の対象となる知的財産権の構成が技術移転期間中において事後的に変化

した場合、技術移転先が実施料等を支払う事由の発生した時点における知的財産権の構

成に対して第 1 項及び第 2 項の収入配分を行うものとする。ただし、契約等により別の

定めがある場合は、この限りでない。 

５ 前項の実施料等が、特定の期間の継続的な実施に対して技術移転先から支払われる実

施料である場合は、各構成の占める期間（月単位）に対応する収入を実施料報告書等の

情報に基づき算定し、構成毎に第１項の収入配分を行うものとする。ただし、月単位の

収入の情報がない場合は、当該収入が各月に均等に発生したものとみなす。 

６ 前項の算定において、新たな知的財産権が一括技術移転の対象に組み入れられた場合、

契約等により当該知的財産権が組み入れられた月の初めから組み入れられたものとみな

す。 

７ 第５項の算定において、一括技術移転の対象となった知的財産権の一部が出願取下げ、

拒絶査定の確定、無効審決の確定、若しくは権利の放棄等により消滅した場合、又は契

約等により一括技術移転の対象から除外された場合、翌月初めから当該知的財産権が一

括技術移転の対象から外されたものとみなす。 

８ 一括技術移転の対象に外国における知的財産権が含まれる場合については、当該国毎

に 1 つの知的財産権として本条の規定を適用する(ただし、特許協力条約に基づく国際出



願にあっては、各指定国における国内移行手続を行う以前の期間、及び欧州特許の付与

に関する条約に基づく欧州特許出願にあっては欧州特許権を付与する旨の公告がなされ

る以前の期間については、当該出願を１つの知的財産権とみなす)。 

 

 （優先権主張等を行った場合の補償金の算定） 

第９条 大学法人が優先権主張等を伴う出願等を行った場合の第３条から第５条までの規

定に基づく補償金の支払においては、当該優先権主張等を伴う後の出願等に係る知的財

産権全体（基礎となる先の出願等に記載された知的財産権であって、当該優先権主張等

の対象となる知的財産権を含む）の持分について第７条の規定を適用する（ただし、基

礎となる先の出願等がみなし取下の規定の対象にならない場合は本条の限りでない）。 

２ 前項の場合、優先権主張等を伴う出願等の基礎となった出願等に要した必要経費は、

当該優先権主張を伴う出願等の必要経費として取り扱うものとする。 

３ 前２項の規定は、複数の優先権主張等を伴う出願等を行った場合についても適用する。 

 

 第４章 補償金の支払方法 

 （状況通知） 

第１０条 大学法人は、知的財産権が登録されたとき、又は知的財産権の実施又は処分等

により収入があったときは、当該権利者に対し補償金等について通知するものとする。 

２ 権利者は、大学法人の指示に従い、前項の通知の宛先を指定するものとする。権利者

は、通知の宛先を変更する場合には、大学法人所定の様式により届け出るものとする。 

 

 （補償金の支払手順） 

第１１条 大学法人は、第３条から第５条までの補償金を権利者からの請求に応じて、次

項の振込送金の方法により支払うものとする。 

２ 権利者は、大学法人の指示に従い、補償金の振込先口座を指定するものとする。振込

先口座は、日本国内の口座とする。ただし、日本国内の口座開設・維持が困難と認めら

れる場合は、この限りでない。 

３ 権利者は、前項の振込先口座を変更する場合には、所定の事項を記入した書類及び付

随する必要関係書類を提出するものとする。 

４ 大学法人の責によらず、権利者の指定した振込先口座に補償金を振り込めない場合、

大学法人は、当該補償金の支払を留保できるものとする。 

５ 前項において、当該補償金の時効が成立するまでに権利者から請求があった場合には、 

大学法人は、当該補償金を支払うものとする。 

 

 （補償金の支払時期） 

第１２条 大学法人は、原則として補償金の支払事由が発生した年度の翌年度末までに、



権利者に対して当該補償金を支払うものとする。 

 

 （補償金請求権の承継人又は転退職等により学外者となった権利者に対する補償） 

第１３条 本細則は、権利者の有する補償金の支払を受ける権利を承継した者及び転退職

等により学外者となった権利者に適用する。 

２ 前項の補償金の支払を受ける権利を承継した者は、承継を証明する書類及び所定の事

項を記入した書類を提出することにより、当該権利を承継したことを届け出るものとす

る。 

 

 第５章 その他 

 （部局への分配） 

第１４条 異なる部局に所属する権利者が２名以上ある場合の各部局への分配金は、当該

権利者の持分に応じて、それぞれ該当部局に対して分配することができるものとする。 

２ その他の研究者等の持分について、関連部局への分配金の分配が相当と認められる場

合にあっては、大学法人はその取扱について、当該その他の研究者等の意見を聞くこと

ができるものとする。 

 

 （学外研究者又は学外機関等への適用） 

第１５条 大学法人は、教職員等及びその他の研究者等以外の者から知的財産権を承継又

は譲り受けた場合において、産学協創推進本部知的財産契約・管理部（以下「知的財産

契約・管理部」という。）が必要と認めた場合は、本細則を適用することができる。 

２ 大学法人以外の機関から知的財産権を承継又は譲り受けた場合において、知的財産契

約・管理部が必要と認めたときは、特段の取り決めがない限り、当該機関にあっては、

第４条に規定する譲受補償を行い、また、当該機関に所属する発明者にあっては、第３

条に規定する登録補償及び第５条に規定する実施補償を行うことができる。 

３ 前２項において、関連部局への分配金の分配が相当と認められる場合にあっては、大

学法人は、当該取扱について、譲渡者の意見を聞くことができるものとする。 

 

 （知的財産契約・管理部に対する異議申し立て） 

第１６条 権利者は、補償金の支払等に際し異議がある場合は、知的財産契約・管理部に

対し、異議を申し立てることができる。 

 

 （その他の事項） 

第１７条 本細則に定めるもののほか、必要な事項については、産学協創推進本部長が別

に定めるものとする。 

 



 

   附 則 

 この細則は、平成１８年１月１６日から施行し、平成１６年４月１日から適用する。 

附 則 

 この規則は、平成１９年１月３０日から施行する。 

附 則 

 この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成３０年１０月１日から施行する。 

   附 則 

 この規則は、令和２年１１月１日から施行する。 

 

別表 

知的財産権 登録補償金 譲受補償金 

特許権 

特許を受ける権利 

20,000円に大学法人の持分を乗

じた額 

権利化・維持のために、それまでに要

した必要経費相当額 

実用新案権 

実用新案登録を受ける

権利 

10,000円に大学法人の持分を乗

じた額 

同上 

意匠権 

意匠登録を受ける権利 

10,000円に大学法人の持分を乗

じた額 

同上 

育成者権 

品種登録を受ける権利 

10,000円に大学法人の持分を乗

じた額 

同上 

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 

10,000円に大学法人の持分を乗

じた額 

同上 

著作権 － 10,000 円に大学法人の持分を乗じた

額、及び登録等それまでに要した必要

経費相当額の合算額 

商標権 － 権利化・維持のために、それまでに要

した必要経費相当額 

ノウハウ － 10,000 円に大学法人の持分を乗じた

額 

備考 著作権に関する支払事由は、著作物を有償で提供若しくは利用の許諾をしたとき、



又は著作権を有償で譲渡したときとする。 

 

 

 

 

 

了 解 事 項 

 

 平成１６年３月３１日以前の発明等により大学法人が収入を得た場合であって、かつ法

人化後新たな必要経費が発生していない場合における実施補償金の発明者への分配は下記

のとおりとする（平成１５年１月２９日付け１４文科振第７１８号文部科学大臣決定「文

部科学省の職員の職務発明等に対する補償金支払要領」に準じる）。 

 収入－ 発明者への分配 

 ・１００万円以下の場合  －  収入×５０／１００ 

 ・１００万円を超える場合 － （収入－１００万円）×２５／１００ ＋５０万円 

発明者等に分配後、残額を当該発明等の届出を受理した部局と知的財産契約・管理部で等

分する。 

 

 

 


