
 

 
一昨年、日本版 AUTM 型研修としてスタートした産学連携実務者研修は昨年 UNITT2005 

と名称を変更し産学連携の現場で起こる様々な問題についてディスカッションしてきました。 
今年は、内容をより米国の AUTM に近づけるためプログラム数を 1.5 倍に増強し、さらに 

深く産学連携の抱える課題について討論を行いたいと思います。 
 動き始めた産学連携の『課題は現場で起こっている』という考えのもとで、全国の大学や 
知財本部・TLO の実務者が集まり課題解決の方向を探りたいと思います。 
どなたでもご参加頂けますので、課題を相談したい人・事例を紹介したい人・他大学や TLO の 
人と交流したい人等々・・お気軽にご参加下さい。 

 
 
   主催 ： 有限責任中間法人 大学技術移転協議会 
 
  共催 ： 明治大学 社会連携促進知財本部 
 
  協賛 ： 日本弁護士連合会 
       弁護士知財ネット 
 

日時 ： 2006 年 9 月 8 日（金）セミナー 10:00～18:00  
        懇親会  18:30～ 

9 日（土）セミナー 10:00～15:30  
 

場所 ： 明治大学 アカデミーコモン  
    東京都千代田区神田駿河台１－１ 
    JR 中央線／地下鉄丸の内線「御茶ノ水」徒歩 5 分 
    地下鉄三田／半蔵門／新宿線「神保町」徒歩 8 分 
    地下鉄千代田線「新御茶ノ水」徒歩 5 分 
 
  地図 ： http://www.meiji.ac.jp/kanzai/surugadai.html 
 

  会費 ： ・セミナー・・・ 一般の方 20,000 円（但し、当日お申込み 22,000 円） 

学生の方 2,000 円（当日お申込み同額） 

      ・懇親会 5,000 円（当日お申込み同額） 

（協議会会員機関については、別途ご案内致します） 
 

応募方法 ： 大学技術移転協議会ホームページ 

    http://www.jauiptm.jp/ 
                      
        ※お問合せは、同協議会 (E-mail : contact@jauiptm.jp)までお願いします。 
 

ＵＮＩＴＴ２００６ 第３回 産学連携実務者ネットワーク 
University Network for Technology Transfer 

◇有限責任中間法人大学技術移転協議会◇ 

http://www.meiji.ac.jp/kanzai/surugadai.html
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UNITT2006 プログラム (なお、プログラムは講師等の都合で変更されることがあります。) 
9 月 8 日（金曜日） 
10:00 開演 
10:00-10:30 オープニングリマーク 
10:30-12:30 全体セッション  「特許法第 69 条と MTA」  
12:30-13:30 昼 食 
13:30-15:30 A1 共同研究マネジメント B1 ベンチャーへのライセン

スとストックオプション契約 
C1 ノウハウライセンスとソフト 
ウェアライセンスの留意点 

15:30-16:00 ｺｰﾋｰﾌﾞﾚｰｸ 
16:00-18:00 A2 学生の関与（発明の 

取扱と秘密情報管理） 
B2 ベンチャー企業が大学に

求めること  
C2 教育トラック    
  知財信託・LLP・LLC 

18:30～ 懇親会（ネットワーキング） 
 
9 月 9 日（土曜日） 
10:00-12:00 A3 出願件数マネジメント

と大学予算管理 
B3 利益相反マネジメント 
 

C3 英文契約の実務 
 

13:30-15:30 A4 大学における情報管理 B4 パテントプールと独禁法 C4 海外へのマーケティング 
 
○共同研究マネジメント  

共同研究のマネジメントのあり方や成果の取り扱いについて昨年から一歩踏込んだ議論を行う予定です。 
○ベンチャーへのライセンスとストックオプション契約 
 ベンチャーへライセンスした場合のストックオプション等の契約書の作り方と留意点を各論で議論します。 
○ノウハウライセンスとソフトウェアライセンスの留意点 
 ノウハウやソフトウェアといった特許以外の知財をライセンスするポイントを明確にします。 
○学生の関与（発明の取扱と秘密情報管理） 
 学生が関与した場合の発明の取扱や秘密情報の管理、特に企業等との共同研究における扱いについて議論します。 
○ベンチャー企業が大学に求めること 
 実際のベンチャー企業経営者数名に大学に期待するニーズを開示いただきプレゼンテーションをしてもらいます。 
○教育トラック ～知財信託・LLP・LLC とは何か～ 
 知財信託、LLP・LLC とは？基礎知識から全体像の把握、産学連携との関係を専門家に説明をしていただきます。 
○出願件数マネジメントと大学予算管理 
 増大する大学の特許出願。国の支援期限が近づく中、どこまで特許を維持しどの段階で放棄すれば継続可能な活

動ができるのか、大学知財本部や産業界の専門家でディスカッションします。 
○利益相反マネジメント 
 昨年に続き利益相反マネジメントをどのように行うことが望ましいのか議論を深めます。 
○英文契約の実務 
 英文契約書の見方・つくり方・留意点を共同研究契約・ライセンス契約・MTA 等の事例をあげて紹介します。 
○大学における情報管理 
 研究の成果と発表、研究者の移動、共同研究等、大学における情報管理のあり方について議論します。 
○パテントプールと独禁法 
 複数の知財マネジメントを行う際の有効な手法であるパテントプールと、独禁法について討論をします。 
○海外へのマーケティング 
 海外の企業に対するマーケティング・ライセンシングの手法について経験者を中心に議論します。 



有限責任中間法人　大学技術移転協議会

English Chinese お問い合わせ サイトマップ

 

バックナンバー 
UNITT2006 第3回　産学連携実務者ネットワーク開催のご案内 

 (University Network for Technology Transfer)
大勢の参加者を迎え、盛況のうちに終了したUNITT2005でしたが、今年はプ ログ
ラム数を1.5倍に増強し、さらに深く産学連携の抱える課題について討論を 行いた
いと思います。 
下記の要領で、UNITT2006を開催します。 どなたでもご参加頂けますので、お気
軽にお申込み下さい。 お申込みは、下記「申し込みはこちら」よりお申し込み下
さい。

主催　：有限責任中間法人　大学技術移転協議会
共催　：明治大学　社会連携促進知財本部

協賛　：日本弁護士連合会
弁護士知財ネット

日時　：2006年9月8日（金）

9日（土）

セミナー
懇親会 
セミナー

10:00～18:00
18:30～
10:00～15:30

場所　：明治大学　アカデミーコモン
 東京都千代田区神田駿河台1-1
地図　：http://www.meiji.ac.jp/kanzai/surugadai.html

会費　：・セミナー 一般の方(20,000円)（但し、当日お申込み22,000円）
学生の方(2,000円)(当日お申込み同額)

・懇談会  (5,000円)(当日お申込み同額)
 （協議会会員機関については、別途ご案内します。）
　 
詳細、プログラムはこちら

[PDF:18KB]   

第１回財団法人バイオインダストリー協会(JBA)オープン・セミナー（東京）開催
のご案内

 海外から遺伝資源を入手し（遺伝資源アクセス）、それを材料にして研究を行う際
には、国際ルールを知らなければ自分自身や所属機関が思わぬ法律的、社会的災難
に遭う恐れがあります。本セミナーでは、生物遺伝資源をめぐる国際動向と国際的
ルール、政府策定の「遺伝資源へのアクセス手引き」をわかりやすく説明いたしま
す。 

第１回JBAオープン・セミナー（東京)
「海外の遺伝資源を研究に利用する際の国際ルール」
（大学の研究者・知財関係者のために） 
日時 ：平成18年8月25日(金) 14:00～17:00
会場 ：東京大学山上会館　東京都文京区本郷7-3-1
地図 ：http://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/cam01_00_02_j.html
参加費：無料
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有限責任中間法人　大学技術移転協議会

なお、以下の地域でも開催する予定です。
10月　関西
11月　北海道
12月　九州

[PDF144KB]   

知的財産研究所の「海外派遣員制度」応募のお知らせ
 (財）知的財産研究所では特許庁より委託を受け、「海外派遣研究員制度」を設け

ています。 
本制度は、我が国の大学、ＴＬＯ等の実務者、研究者の方を海外の研究機関等 へ
１年間派遣し、今後の産業財産権政策に関わるテーマを調査研究していただく こ
とにより、大学等の産業財産権活動の向上を目指すプログラムです。 
本プログラムの詳細は、下記ＵＲＬにて紹介しています。 
皆様の積極的な応募をお待ちしています。 

（詳細開催内容および申し込みのホームページリンク先） 
http://www.iip.or.jp/fellow/kaigai/kaigai.html 

次の要領で、本年度通常総会を開催します。会員各位のご出席をお願いします。
　１．日時　平成18年６月29日（木）　16時30分から
　２．場所　東京神田　学士会館　210号室
　アクセスは
http://www.gakushikaikan.co.jp/info/access.html

発明協会から特許流通講座のお知らせ 
　（社）発明協会は、独立行政法人工業所有権情報・研修館からの委託事業とし
て、「平成18年度特許流通講座」を開催いたします。
　この講座は、特許流通市場へ参加する人材を増加させるための普及啓発として、
特許流通、技術移転に携わる意思のある方を対象に、特許流通、技術移転に関する
知識を習得することを目的としております。本年度は、「基礎編」・「実務編」の
２種類の講座を開催いたします。いずれも受講無料です。将来特許流通の場で活躍
を希望している大学・大学院等の方々の応募をお待ちしています。

（詳細開催内容および申し込みのホームページリンク先） 
http://www.ryutu.ncipi.go.jp/training/index.html

「大学発事業創出実用化開発事業（マッチングファンド事業）」（平成18年度第２
回）の公募開始のお知らせ 
　NEDO技術開発機構では、「マッチングファンド事業」の公募を５月１日（月）
から開始しました。
【公募期間】平成18年５月１日（月）～平成18年７月12日（水）
【申請受付・問い合わせ先】
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
研究開発推進部　産学連携推進グループ
TEL：044-520-5175
FAX：044-520-5177
メールアドレス：tlo@nedo.go.jp

詳細につきましては、下記アドレスを参照して下さい。 
http://www.nedo.go.jp/informations/koubo/180501_2/180501_2.html

第５回産学官連携推進会議（京都会議）のご案内
　例年に引き続き、本年６月10日（土）、11日（日）に開催されます。
　ご多忙中とは存じますが、皆様の積極的なご参加、ご議論をいただきますようと
の案内を戴いております。
　締切は５月12日、詳しくは次のＵＲＬをご覧下さい。
http://www.congre.co.jp/sangakukan/
　なお、協議会もセッションを持つ予定です。 
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有限責任中間法人　大学技術移転協議会

４月14日の理事会において、大学共同利用機関知的財産本部の入会を承認すること
が、決定されました。

協議会監訳「AUTM技術移転実践マニュアル」発刊
　かねて標記のマニュアルの翻訳を協議会のマニュアル編集委員会（委員長：西澤
昭夫国際交流委員会委員長）でおこなっていましたが、３月１５日に東海大学出版
会から発売されることになりました。
　本書は、TLOや、知財本部のマネジメントに不可欠な情報が網羅されており、大
学技術移転の実践的解説書として、世界的な評価を受けています。本書に関する内
容、購入方法など、詳細をご覧下さい。

[PDF:928KB]

PCTセミナーのご案内（NO.1）
　WIPO事務局から、専門家をお招きし、協議会主催で、PCTの最近の変更点を含
めて、現状をお話し頂きます。
　会員各位の多数のご出席をお願いします。（無料）
　ご出席希望者は、こちらから
　（※今回は申込ページの請求書の送付欄については無視して下さい）

(1)日時：4月20日　14時から16時
 場所：東北大学未来科学技術共同研究センター

　　　（共催　東北大学　産学官連携推進本部）
　＞＞会場へのアクセスマップ

(2)日時：4月24日　14時から16時
 場所：大学技術移転協議会会議室

　＞＞会場へのアクセスマップ

(3)日時：4月25日　14時から16時
 場所：大阪大学先端科学イノベーションセンター

　　　インキュベーション棟1階セミナー室
　　　（共催　大阪大学知的財産本部）

 講師：中槇利明氏（カウンセラー　WIPO事務局 PCT 部門)
　＞＞会場へのアクセスマップ
　＞＞会場のキャンパスマップ

大学技術移転協議会主催　ライセンス・アソシエイト研修応用編のご案内
(1)　開催日：平成18年2月24日～25日
(2) 場所：TKR新橋日比谷第2会議室

[PDF:9KB]

発明協会は、国際特許流通セミナー2006を次の要領で開催します。
(1)　開催日　2006年1月23日～25日
(2) 場所　東京台場　ホテル日航東京 

[PDF:9KB]

10月18日の理事会の結果、入会申請のあった大阪府立大学を正会員として入会承認
することが決定されました。

ＵＮＩＴＴは、盛況裏に終了しました。
　大勢の皆様のご参加有難うございました。寄せられた、ご意見を参考にしつつ、
来年度は、新たな構想で臨みたいと思います。

CONTACT '06について
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有限責任中間法人　大学技術移転協議会

本件については、これまで神戸大学共同研究開発センターにおいて、文部科学省の
委託を受け、毎年度、各大学等のご協力を得て、産学官連携機関・窓口の所在情報
を「CONTACT」（見本参照）として取りまとめてきたところですが、今回から当
協議会が委託をうけ、引き続き同冊子の改訂を開始させて頂くこととなりました。
本事業の趣旨にご賛同下さり掲載をご希望される場合には、産学官連携機関・窓口
の所在情報等について、下記パワーポイントの回答用紙に入力の上、当協議会宛に
メール(contact@jauiptm.jp)にてご提供下さいますよう宜しくお願い申し上げます。
頂きました情報につきましては、「CONTACT '06」（電子情報版）や文部科学省
ホーム・ページを通じて公表させていただく予定です。昨年ご協力いただいた情報
はこちら(文部科学省ホーム・ページ内)にて掲載しております。今年度も昨年度に
引き続きよろしくお願い申し上げます。 
「CONTACT '06」回答用紙[パワーポイント形式:21KB]

産業交流展2005の開催及びTLO機関の出展について
東京都産業労働局商工部調整課計画係より 下記の通り産業交流展2005の開催及
びTLO機関の出展についてのご案内がございます。

今年も昨年度に続いて産業交流展を下記のとおり開催いたします。
開催日時 ：　平成17年10月25日(火)・26日(水)
開催場所 ：　東京ビッグサイト西１・２ホール(昨年と同様です)
HPのURL　：　http://www.sangyo-koryu2005.jp/
(開催規模等は昨年と同様です)

今年もTLO機関の参加を募集しております。
ただし、昨年度までの無料でご出展いただいておりましたが、東京都の予算が削減
されたことに伴いまして、申し訳ございませんが、今年度より、有料(１小間
＝52,500円)での出展とさせていただきます。 

特許庁からの協力依頼について
特許庁から、任期付き審査官の平成１７年度募集案内の広報協力依頼が来ておりま
す。 

[PDF:10KB]
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当協議会名称変更について
　平成17年度通常総会(6月22日)において、当協議会名称を有限責任中間法人　大
学技術移転協議会とすることになりました。これによってホームページのタイトル
も変更しました。詳しくは、後日、公告に掲載します。 

バックナンバー
第13回理事会（平成18年6月19日）の結果
　一号議案　通常総会を開催する件は賛成多数で承認されました。

第12回理事会（平成18年5月23日）の結果
　一号議案　平成17年度計算書類の承認の件は、賛成多数で承認されました。

第11回理事会（平成18年4月14日）の結果
　一号議案　大学共同利用機関知的財産本部の入会を承認する件は、賛成多数で承
認されました。

第10回理事会（平成17年10月18日）の結果
 　一号議案　大阪府立大学の入会を承認する件は、賛成多数で承認されました。

社員総会・理事会議事録、役員リスト、組織図を更新しました。
 　＞＞議事録一覧

　＞＞役員リスト
　＞＞組織図

６月１０日の書面による理事会の結果、当協議会の名称を、変更する件は、次のと
おりになりました。

 
PDF形式のファイルを
ご覧になるにはアドビ
システムズ社
のAdobe(R) Readerが必
要です。

本サイトについて
個人情報保護について
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http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/sangaku/sangakuf/contact.html
http://www.jauiptm.jp/dldata/dlwhatsnews/contact06.ppt
http://www.sangyo-koryu2005.jp/
http://www.jauiptm.jp/dldata/dlwhatsnews/news_20050727a.pdf
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http://www.jauiptm.jp/bknmbr_kokoku.html
http://www.jauiptm.jp/about/minutes.html
http://www.jauiptm.jp/about/officers.html
http://www.jauiptm.jp/about/orga.html
http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html
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http://www.jauiptm.jp/thissite/thissite.html
http://www.jauiptm.jp/privacy_policy/privacy.html


有限責任中間法人　大学技術移転協議会

 　有限責任中間法人大学技術移転協議会に賛成　１２票
　有限責任中間法人大学知的財産協会に賛成　　　６票
　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２票
　棄権　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３票
　となり、有限責任中間法人大学技術移転協議会と変更することに決しました。

(c) 2001-2005 Japan Association for University Intellectual Property and Technology Management. All rights 
reserved.
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