
第４章 共同研究契約における知的財産権以外の条項について 
 

４．１．定義 

文部科学省雛形 

第１条 本契約書において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。 

一 「研究成果」とは、本契約に基づき得られたもので、実績報告書中で成果と

して確定された本共同研究の目的に関係する発明、考案、意匠、著作物、ノウ

ハウ等の技術的成果をいう。 

二 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。 

イ 特許法（昭和34年法律第121号）に規定する特許権、実用新案法（昭和34年

法律第123号）に規定する実用新案権、意匠法（昭和34年法律第125号）に規

定する意匠権、商標法（昭和34年法律第127号）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（昭和60年法律第43号）に規定する回路配置

利用権、種苗法（平成10年法律第83号）に規定する育成者権及び外国におけ

る上記各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

商標登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項

に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定す

る品種登録を受ける地位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（昭和45年法律第48号）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（以下「プログラム等」という。）の著作権並びに外国にお

ける上記各権利に相当する権利 

ニ 秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの

中から、甲乙協議の上、特に指定するもの（以下「ノウハウ」という。） 

２ 本契約書において「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、

実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、商標権、回路配置利用権

及びプログラム等の著作物の対象となるものについては創作、育成者権の対象と

なるものについては育成並びにノウハウの対象となるものについては案出という。 

３ 本契約書において、知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行

為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、商標

法第２条第３項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3

項に定める行為、種苗法第2条第4項に定める行為、著作権法第2条第1項第15号及

び同項第19号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。 

４ 本契約書において「専用実施権等」とは、次に掲げるものをいう。 

一 特許法に規定する専用実施権、実用新案法に規定する専用実施権、意匠法に

規定する専用実施権、商標法に規定する専用使用権 

二 半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する専用利用権 
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三 種苗法に規定する専用利用権 

四 第1項第2号ロに規定する権利の対象となるものについて独占的に実施をする

権利 

五 プログラム等の著作権に係る著作物について独占的に実施をする権利 

六 第1項第2号ニに規定する権利に係るノウハウについて独占的に実施をする権

利 

５ 本契約書において「研究担当者」とは、本共同研究に従事する甲又は乙に属す

る本契約の別表第1に掲げる者及び本契約第4条第3項に該当する者をいう。また、

「研究協力者」とは、本契約の別表第1及び本契約第4条第3項記載以外の者であっ

て本共同研究に協力する者をいう。 

 

各大学の状況と新雛形への適用 

１．特許法その他各法律の定義までしてあり、記載が冗長であり、法律の定義は削除する。

なお東北大学では同様に簡単化しており、この定義を参考にして新雛形とした。 

２．専用実施権は特許法でも定義されており、この定義は削除する。 

３．各大学で、「優先的実施権」、各種実施権、「指定技術移転機関」、｢技術移転機関｣、

「成果有体物」など独自の定義をしているが、各契約内容ごとに、必要に応じて追加

すべきと思う。雛形には含めない。 

新雛形案 

第１ 条 本契約において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。 

一 「研究成果」とは、本契約に基づき得られたもので、第 2条に規定される共同研究（以

下「本共同研究」という。）の目的に関係し、実績報告書中で成果として確定され

た発明、考案、意匠の創作、著作物、ノウハウ等の技術的成果をいう。 

二 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。 

イ 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、半導体集積回路の回路配置利用権、種苗

法に規定する育成者権、及び上記各権利の登録を受ける権利、並びに外国におけ

る上記各権利に相当する権利 

ロ 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（以下「プ   

ログラム等」という。）の著作権、並びに外国における上記著作権に相当する権

利 

ハ 秘匿することが可能な技術情報であり、かつ、財産的価値のあるものであって、

甲乙協議の上、特に指定するもの（以下「ノウハウ」という。） 

２  本契約において「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新

案権の対象となるものについては考案、意匠権、商標権、回路配置利用権及びプログ

ラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについ

ては育成、並びにノウハウの対象となるものについては案出をいう。 

３  本契約において、知的財産権の「実施」とは、特許法第 2 条第 3 項に定める行為、
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実用新案法第 2 条第 3 項に定める行為、意匠法第 2 条第 3 項に定める行為、商標法

第 2 条第 3 項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第 2 条第 3 項

に定める行為、種苗法第 2 条第 4 項に定める行為、著作権法第 2 条第 1 項第 15 号

及び同項第 19 号に定める行為、並びにノウハウの使用をいう。 

４  本契約において「研究担当者」とは、本共同研究に従事する甲又は乙に属する本契

約の別表第 1 に掲げる者及び本契約第 4 条第 3 項に該当する者をいう。また、「研

究協力者」とは、本契約の別表第 1 及び本契約第 4 条第 3 項記載以外の者であって

本共同研究に協力する者をいう。 

 

４．２ 共同研究の題目等 

文部科学省雛形 

第２条 甲及び乙は、次の共同研究（以下「本共同研究」という。）を実施するもの

とする。 

(1)研究題目 

(2)研究目的 

(3)研究内容 

(4)研究分担（別表第１のとおり） 

(5)研究スケジュール 

(6)研究実施場所 

(7)その他 

※点線内の共同研究の内容は､あくまで例

を示したものであり､契約書には相手方

と合意した内容を記入すること｡ 

 

電通大雛形 

（共同研究の題目等） 

第２条 甲及び乙は、次の共同研究（以下「本共同研究」という。）を実施するものとする。 

（１）研究題目  ○○○○○○○○○○○○○○○○に関する研究 

（２）研究目的及び内容 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

（３）研究分担（別表第１のとおり） 

（４）研究実施場所  電気通信大学及び○○○○○○○ 

 

各大学の状況と新雛形案 

上記電通大の雛形で採用している形式は、旧バージョンで、横浜国大、名古屋大、

山口大などでも採用されている。一方、東工大、東北大、東大、京大、大阪大など

は文部科学省の雛形どおりとなっている。あまり本質的でないが、文部科学省の雛

形を採用する。 

 

４．３ 共同研究に従事する者 
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文部科学省雛形 

第４条 甲及び乙は、それぞれ別表第1に掲げる者を本共同研究の研究担当者として

参加させるものとする。 

２ 甲は、乙の研究担当者のうち甲の研究実施場所において本共同研究に従事させ

る者を民間等共同研究員として受け入れるものとする。 

３ 甲及び乙は、甲又は乙に属する者を新たに本共同研究の研究担当者として参加

させようとするときはあらかじめ相手方に書面により通知するものとする。 

各大学の状況と新雛形案 

電通大では分担型と受け入れ型の共同研究では、別の雛形を使用し、分担型では２項を

削除しており、一方受け入れ型は文部科学省雛形と同じものを使用している。 

この２項の「民間」という用語は不適当と思われるが、２項自体が不要と考える。従っ

て電通大の分担型の雛形を採用する。 

 

４．４ 実績報告書の作成 

文部科学省雛形 

第５条 甲及び乙は、双方協力して、本共同研究の実施期間中に得られた研究成果

について報告書を、本共同研究完了の翌日から〇〇日以内にとりまとめるものと

する。 

各大学の状況 

（電通大） 

第５条 甲及び乙は、双方協力して、本共同研究の実施期間中に得られた研究成果につい

て報告書をとりまとめるものとする。この雛形では期限を規定していない 

（東工大） 

第５条 甲及び乙は，双方協力して，本共同研究の実施期間中に得られた研究成果につい

て報告書を，本共同研究契約期間満了日の翌日から 30日以内に取りまとめるものとする。 

２ 前項に基づき取りまとめられる報告書は２部作成するものとし，甲及び乙がそれぞれ

保管するものとする。 

（東大） 

２ 甲及び乙は、双方協力して、本共同研究の研究期間中に得られた研究の成果について、 

３ 本共同研究終了日後 30 日以内、及び本共同研究の研究期間中で必要と認められる時に

実績報告書をとりまとめるものとする。 

（東北大） 

 30 日以内 

（名古屋大） 

 〔実施報告書の作成〕 30 日以内 

（京大） 

 雛形と同じ 
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（大阪大） 

雛形と同じ、30 日が目安 

 

新雛形案 

現在電通大雛形では報告書の期限は決めていないが、決めた方が良いと思う。 

期限は多くの大学で採用している、契約研究終了後30日が適切であろう。 

 

４．５ ノウハウの指定 

文部科学省雛形 

第６条 甲及び乙は、協議の上、報告書に記載された研究成果のうち、ノウハウに

該当するものについて、速やかに指定するものとする。 

２ ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。 

３ 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本

共同研究完了の翌日から起算して〇年間とする。ただし、指定後において必要が

あるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができ

る。 

各大学の状況と新雛形案 

各大学とも３項の期間は３年としている。本来は内容に応じて相違するものと思うが、

とりあえず３年とする。 

 

４．６ 研究経費の負担 

文部科学省雛形 

第７条 甲及び乙は、それぞれ別表第2に掲げる研究経費を負担するものとする。な

お、甲及び乙は、別表第2に掲げる研究経費が昭和53年3月25日付け文学術第117号

学術国際局長、会計課長通知「国立大学等の教官等の発明に係る特許等の取扱い

について」の記の1(1)アの「特別に国が措置した研究経費」に該当するものであ

ることを確認する。 

各大学の状況 

（電通大） 

第７条 甲及び乙は、それぞれ別表第２及び第３に掲げる研究経費を負担するものとし、

共同研究に要する経費の負担は、次の各号に定めるところによるものとする。 

一 甲は、甲の施設・設備を本共同研究の用に供するとともに、当該施設・設備の維持

管理に必要な経常経費等を負担するものとする。 

二 乙は、本共同研究遂行のために、前号により甲が負担するもののほか、特に必要と

なる謝金、旅費、研究支援者等の人件費、消耗品費、光熱水料等の直接的な経費（以

下「直接経費」という。）と本共同研究遂行に関連し直接経費以外に甲の管理等に必要

な経費（以下「間接経費」という。）の合算額を負担するものとする。 
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三 甲は、必要に応じ、予算の範囲内において、直接経費の一部を負担することができ

るものとする。 

２ 前項第２号により乙が負担する額を算定する場合の間接経費の額は、直接経費の１

０％に相当する額とする。 

（東工大） 

第７条 乙は，別表第２に掲げる研究経費を負担するものとする。 

（東大） 

第1条 乙は、本共同研究の実施に必要な以下の研究経費を負担するものとする。負担額

は表記契約項目表 10.に掲げる金額とする。 

一 甲の施設・設備の維持・管理に必要な経常経費等を除く、謝金、旅費、設備費、消耗

品費及び光熱水料等の本共同研究遂行に直接必要な経費に相当する額、並びに甲の規

則により定める研究支援経費を合算した額に消費税及び地方消費税を加算したもの

（以下「研究費」という。） 

二 第 4 条第 2 項により、共同研究員を受け入れる費用で、甲の規則によるものの額に、

消費税及び地方消費税を加算したもの（以下「研究料」という。） 

2 第 4条第 3項により研究担当者数が削減された場合であっても、次条第 1項の規定によ

り支払われた研究料は返還されないものとする。第 4条第 2項に基づき甲が受け入れる共

同研究員数が増加した場合は、乙は不足の研究料を支払うものとする。 

新雛形案 

文部科学省の雛形は国立大学向けなので、現在使われていない。電通大のもの 

を使用している大学が多いが、契約書にここまで詳細な規定は不要と考える。 

東京工業大学の雛形が簡単で良い。（２字削除） 

 

４．７ 研究経費の納付 

文部科学省雛形 

第８条 乙は、別表第2に掲げる研究経費のうち研究料及び乙に係る直接経費を○○

大学歳入徴収官の発する納入告知書により、当該納入告知書に定める納付期限ま

でに納付しなければならない。 

２ 乙は所定の納付期限までに前項の研究料及び直接経費を納付しないときは、納

期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額に年5％の割合で計算した

延滞金を納付しなければならない。 

各大学の状況 

（電通大） 

第８条 乙は、別表第２に掲げる研究経費のうち乙に係る直接経費及び間接経費を甲の財

務責任者の発する請求書により、当該請求書に定める納付期限までに納付しなければな

らない。 

２ 乙は所定の納付期限までに前項に規定する研究経費を納付しないときは、納期日の翌
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日から納付の日までの日数に応じ、その未納額に年５％の割合で計算した延滞金を納付

しなければならない。 

（東工大） 

第８条 乙は，別表第２に掲げる研究経費を東京工業大学会計担当役の発する請求書によ

り，当該請求書の発行日の翌日から起算して 20 日以内（以下，「納付期限」という。）ま

でに納付しなければならない。 

２ 乙は所定の納付期限までに前項の乙が負担するとされた経費を納付しないときは，納

付期限の末日の翌日から納付の日までの日数に応じ，その未納額に年５％の割合で計算

した延滞金を加算した額を納付しなければならない。 

（東大） 

第2条 乙は、表記契約項目表 10.に掲げる研究経費を、甲の発行する請求書に従って、

甲の定める支払期限までに支払わなければならない。 

2 乙が前項に規定される支払期限までに前項の研究経費を支払わないときは、支払期限の

翌日から支払日までの日数に応じ、その未払額に年 5％の割合で計算した延滞金を、甲は

乙に対して請求できるものとする。乙は甲からの請求があった場合、これに応じなければ

ならない。 

新雛形案 

文部科学省の雛形は国立大学向けなので、現在使われていない。電通大と同一内

容のものを使用している大学が多いが、前条の修正にあわせて、若干修正して、以

下のようにする。 

第８条 乙は、別表第２に掲げる研究経費を甲の財務責任者の発する請求書により、当該

請求書に定める納付期限までに納付しなければならない。 

２ 乙は所定の納付期限までに前項に規定する研究経費を納付しないときは、納期日の翌

日から納付の日までの日数に応じ、その未納額に年５％の割合で計算した延滞金を納付

しなければならない。 

 

４．８ 施設・設備の提供等 

文部科学省雛形 

第11条 甲は、別表第3に掲げる甲に係る施設・設備を本共同研究の用に供するもの

とする。なお、甲及び乙は、本共同研究の実施に伴い特別の研究目的のため設置

された特殊な大型研究設備を使用した場合には、昭和53年3月25日付け文学術第

117号学術国際局長、会計課長通知「国立大学等の教官等の発明に係る特許等の取

扱いについて」の記の1(1)イの「特殊な大型研究設備」に該当するものであるこ

と、また、それ以外の設備を使用した場合には、「特殊な大型研究設備」には該当

するものではないことを確認する。 

２ 甲は、本共同研究の用に供するため、乙から別表第3に掲げる乙の所有に係る設

備を乙の同意を得て無償で受け入れ、共同で使用するものとする。なお、甲は乙
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から受け入れた設備について、その据付完了の時から返還に係る作業が開始され

る時まで善良なる管理者の注意義務をもってその保管にあたらなければならない。 

３ 前項に規定する設備の搬入及び据付けに要する経費は、乙の負担とする。 

各大学の状況 

（電通大） 

第１１条 甲及び乙は、別表第４及び第５に掲げるそれぞれの施設・設備を本共同研究の

用に供するものとする。 

２ 甲は、本共同研究の用に供するため、乙から別表第４に掲げる乙の所有に係る設備を

乙の同意を得て無償で受け入れ、共同で使用するものとする。なお、甲は乙から受け入

れた設備について、その据付完了の時から返還に係る作業が開始される時まで善良なる

管理者の注意義務をもってその保管にあたらなければならない。 

３ 前項に規定する設備の搬入及び据付けに要する経費は、乙の負担とする。 

新雛形案 

文部科学省の雛形は国立大学向けなので、現在使われていない。ほとんどの大学が電通

大と同一内容のものを使用しており、この内容とする。 

 

４．９ 研究の完了又は中止等に伴う研究経費等の取扱い 

文部科学省雛形 

第13条 本共同研究を完了し、又は前条の規定により、本共同研究を中止した場合

において、第8条第1項の規定により納付された研究経費(研究料を除く。）の額に

不用が生じた場合は、乙は甲に不用となった額の返還を請求できる。甲は乙から

の返還請求があった場合、これに応じなければならない。 

２ 甲は、研究期間の延長により納付された研究経費に不足を生じる恐れが発生し

た場合には、直ちに乙に書面により通知するものとする。この場合において、乙

は甲と協議の上、不足する研究経費を負担するかどうかを決定するものとする。 

３ 甲は、本共同研究を完了し、又は中止したときには、第11条第2項の規定により

乙から受け入れた設備を研究の完了又は中止の時点の状態で乙に返還するものと

する。この場合において、撤去及び搬出に要する経費は、乙の負担とする。 

各大学の状況 

（電通大） 

第１３条 本共同研究を完了し、又は前条の規定により、本共同研究を中止した場合にお

いて、第８条第１項の規定により納付された直接経費の額に不用が生じた場合は、乙は

甲に不用となった額の返還を請求できる。甲は乙からの返還請求があった場合、これに

応じなければならない。 

２ 甲は、研究期間の延長により、第８条第１項の規定により納付された研究経費に不足

を生じる恐れが発生した場合には、直ちに乙に書面により通知するものとする。この場
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合において、乙は甲と協議の上、不足する研究経費の全部又は一部を負担しなければな

らない。 

３ 甲は、本共同研究を完了し、又は中止したときには、第１１条第２項の規定により乙

から受け入れた設備を研究の完了又は中止の時点の状態で乙に返還するものとする。こ

の場合において、撤去及び搬出に要する経費は、乙の負担とする。 

（東工大） 

  雛形に同じ 

（東大） 

  雛形とほぼ同じ。１項と２項が逆になっている。 

新雛形案 

第７条の修正にあわせて、文部科学省の雛形の「研究経費(研究料を除く。)」あ

るいは電通大の雛形の「直接経費」を「研究経費」とする。 

 

４．１０ 秘密の保持 

文部科学省雛形 

第22条 甲及び乙は、本共同研究の実施に当たり、開示若しくは提供を受け又は相

手方より知り得た技術上及び営業上の一切の情報について、別表第1の研究担当者

以外に開示・漏洩してはならない。また、甲及び乙は、相手方より開示を受けた

情報に関する秘密について、当該研究担当者がその所属を離れた後も含め保持す

る義務を、当該研究担当者に対し負わせるものとする。ただし、次のいずれかに

該当する情報については、この限りではない。 

一 開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報 

二 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報 

三 開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報 

四 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる内容 

五 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを

証明できる情報 

六 書面により事前に相手方の同意を得たもの 

２ 甲及び乙は、相手方より開示若しくは提供を受け又は知り得た技術上及び営業

上の一切の情報を本共同研究以外の目的に使用してはならない。ただし、書面に

より事前に相手方の同意を得た場合はこの限りではない。 

３ 前2項の有効期間は、第2条の本共同研究開始の日から研究完了後又は研究中止

後〇年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮すること

ができるものとする。 

各大学の状況 

（電通大） 

（秘密の保持） 
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第２０条 甲及び乙は、本共同研究の実施に当たり、開示若しくは提供を受け又は相手方

より知り得た技術上及び営業上の一切の情報について、別表第１の研究担当者以外に開

示・漏洩してはならない。また、甲及び乙は、相手方より開示を受けた情報に関する秘

密について、当該研究担当者がその所属を離れた後も含め保持する義務を、当該研究担

当者に対し負わせるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報について

は、この限りではない。 

一 開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報 

二 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報 

三 開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報 

四 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報 

五 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明で

きる情報 

六 書面により事前に相手方の同意を得た情報 

２ 甲及び乙は、相手方より開示若しくは提供を受け又は知り得た技術上及び営業上の一

切の情報を本共同研究以外の目的に使用してはならない。ただし、書面により事前に相

手方の同意を得た場合はこの限りではない。 

３ 前２項の有効期間は、第２条の本共同研究開始の日から研究完了後又は研究中止後３

年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるも

のとする。 

（東工大） 

第 22 条 本契約書において秘密情報とは次の各号のいずれかに該当するものをいう。 

一 本共同研究の結果得られた成果のうち，秘密である旨の表示が付された書面，サン

プル等の有形物，又は，有形無形を問わず甲及び乙で秘密情報として取り決め書面に

より確認されたもの 

二 相手方より秘密の表示がなされた書類・図面・写真・試料・サンプル・磁気テープ・

フロッピーディスク等により開示された情報 

三 相手方より秘密であることを告げた上で口頭によって開示され，かつ開示後 30 日以

内にその要旨を書面で交付された情報 

  ただし，次のいずれかに該当する情報については，この限りではない。 

   イ 開示を受け又は知得した際，既に自己が保有していたことを証明できる情報 

  ロ 開示を受け又は知得した際，既に公知となっている情報 

  ハ 開示を受け又は知得した後，自己の責めによらずに公知となった情報 

  ニ 正当な権限を有する甲及び乙以外の者から守秘義務を負うことなく適法に取得し

たことを証明できる内容 

  ホ 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明
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できる情報を書面により事前に相手方の同意を得たもの 

２ 甲及び乙は，本共同研究の実施に当たり，秘密情報について，別表第１の研究担当者

以外に開示・漏洩してはならない。 

３ 甲及び乙は，秘密情報について，当該研究担当者がその所属を離れた後も含め別表第

１の担当者以外の者に開示・漏洩しない義務を，当該研究担当者に対し負わせるものと

する。 

４ 第２項の規定にかかわらず，甲及び乙は別表第１記載の研究担当者以外の秘密を知る

必要のある甲及び乙［（乙の連結子会社である○○○○株式会社を含む。），又は，（乙の

親会社である○○○○株式会社を含む。）（注）必要がある場合に［ ］を挿入。］それぞ

れの役職員に対して，当該役職員がその所属を離れた後も含め本条に規定する秘密保持

義務を遵守する義務を課した上で，秘密情報を開示することができる。 

５ 甲及び乙は，秘密情報を本共同研究以外の目的に使用してはならない。ただし，書面

により事前に相手方の同意を得た場合はこの限りではない。 

６ 第 2 項から第５項の有効期間は，第３条の本共同研究開始の日から研究完了後又は研

究中止後３年間とする。ただし，甲乙協議の上，この期間を延長し，又は短縮すること

ができるものとする。 

（東大） 

甲及び乙は、本契約の各条項並びに本共同研究の実施に伴い相手方より提供又は開示を受

けた情報であって、提供又は開示の際に相手方より秘密である旨の表示が明記され、又は

口頭で開示されかつ開示に際し秘密である旨明示され開示後 30日以内に書面で相手方に対

して通知されたもの（以下併せて「秘密情報」という。）について、研究担当者等並びに自

己に属する本共同研究の実施及び管理のために秘密情報を知る必要のある者（甲において

は承認 TLO を含む。以下併せて「秘密情報受領者」という。）以外に開示・漏洩してはなら

ない。また、甲及び乙は、秘密情報について、秘密情報受領者がその所属を離れた後も含

め秘密として保持する義務を、当該秘密情報受領者に対し負わせるものとする。ただし、

次のいずれかに該当することを証明できる情報については、この限りではない。 

一 提供又は開示を受けた際、既に自己が保有していた情報 

二 提供又は開示を受けた際、既に公知となっている情報 

三 提供又は開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報 

四 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに適法に取得した情報 

五 秘密情報によることなく独自に開発・取得した情報 

六 書面により事前に相手方の同意を得た情報 

2 甲及び乙は、秘密情報（前項ただし書に掲げるものを除く。）につき、裁判所又は行政

機関から法令に基づき開示を命じられたときは、次の各号の措置を講じることを条件に、

当該裁判所又は行政機関に対して当該情報を開示することができる。 

一 開示する内容をあらかじめ相手方に通知すること 

二 適法に開示を命じられた部分に限り開示すること 
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三 開示に際して、当該情報が秘密である旨を文書により明らかにすること 

四 開示に際して、法令等の定めに従い当該情報の秘密を保持する手続きを取ることが

できる場合は、相手方と協議のうえ当該手続きを取ること。 

3 甲及び乙は、秘密情報（第 1 項ただし書に掲げるものを除く。）を本共同研究及び本契

約の目的以外に使用してはならない。ただし、書面により事前に相手方の同意を得た場合

はこの限りではない。 

4 前３項の規定は、本共同研究終了日後も、表記契約項目表 13.の期間有効に継続するも

のとする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものと

する。 

新雛形案 

文部科学省雛形では、開示若しくは提供を受け又は相手方より知り得た技術上及

び営業上の一切の情報について、６項目の例外を除いて、秘密保持の義務を定めて

おり、しかもその例外についても、１号、４号、５号では証明できることが条件に

なっており、大学にとって厳しすぎる内容になっている。これらに関し、東大の雛

形を参考に修正する。 

 

４．１１ 損害賠償 

文部科学省雛形 

第 26 条 甲または乙は、前条に掲げる事由及び甲，乙，研究担当者又は研究協力者が故意

又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければな

らない。 

各大学の状況 

（電通大） 

（損害賠償） 

第２４条 甲又は乙は、前条に掲げる事由及び甲、乙、研究担当者又は研究協力者が故意

又は過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない。 

（東工大） 

（損害賠償） 

第 26 条 甲又は乙は，相手方（その研究担当者及び研究協力者を含む）による本契約上の

義務の不履行によって損害を被ったときは，その賠償を請求できるものとする。ただし，

相手方に故意又は重大な過失が認められない場合はこの限りではない。 

（東大） 

甲又は乙は、前条に掲げる事由、又は相手方の故意又は重大な過失により損害等を被っ

たときは、相手方に対して被った直接損害に限り賠償請求をできるものとする。 

新雛形案 

 共同研究において、相手に与える損害で代表的なものとしては、企業の研究者が
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大学の設備、機器を壊してしまうケースと大学や企業が相手の機密を漏らしてしま

うケースが考えられる。特に後者の場合はケースによっては膨大な損害額になるこ

ともありえるので、大学として対応できないこともありうる。したがって、大学が

負担する損害賠償額は企業が支払った研究費を限度とすることにする。 
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４．１２  知財条項以外の雛形案（タイプ１～３共通） 

（定義） 

第１条  本契約において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。 

一 「研究成果」とは、本契約に基づき得られたもので、第 2 条に規定される共同研究（以

下「本共同研究」という。）の目的に関係し、実績報告書中で成果として確定され

た発明、考案、意匠の創作、著作物、ノウハウ等の技術的成果をいう。 

二 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。 

イ 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、半導体集積回路の回路配置利用権、種苗

法に規定する育成者権、及び上記各権利の登録を受ける権利、並びに外国におけ

る上記各権利に相当する権利 

ロ 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（以下「プ   

ログラム等」という。）の著作権、並びに外国における上記著作権に相当する権

利 

ハ 秘匿することが可能な技術情報であり、かつ、財産的価値のあるものであって、

甲乙協議の上、特に指定するもの（以下「ノウハウ」という。） 

２ 本契約において「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案

権の対象となるものについては考案、意匠権、商標権、回路配置利用権及びプログラ

ム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについて

は育成、並びにノウハウの対象となるものについては案出をいう。 

３ 本契約において、知的財産権の「実施」とは、特許法第 2 条第 3 項に定める行為、

実用新案法第 2 条第 3 項に定める行為、意匠法第 2 条第 3 項に定める行為、商標法

第 2 条第 3 項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第 2 条第 3 項

に定める行為、種苗法第 2 条第 4 項に定める行為、著作権法第 2 条第 1 項第 15 号及

び同項第 19 号に定める行為、並びにノウハウの使用をいう。 

４ 本契約において「研究担当者」とは、本共同研究に従事する甲又は乙に属する本契約

の別表第 1 に掲げる者及び本契約第 4 条第 3 項に該当する者をいう。また、「研究協

力者」とは、本契約の別表第 1 及び本契約第 4 条第 3 項記載以外の者であって本共同

研究に協力する者をいう。 

（共同研究の題目等） 

第２条 甲及び乙は、次の共同研究（以下「本共同研究」という。）を実施するもの

とする。 
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(1)研究題目 

(2)研究目的 

(3)研究内容 

(4)研究分担（別表第１のとおり） 

(5)研究スケジュール 

(6)研究実施場所 

(7)その他 

※点線内の共同研究の内容は､あくまで例

を示したものであり､契約書には相手方

と合意した内容を記入すること｡ 

 

（研究期間） 

第３条 本共同研究の研究期間は、平成○年○月○日から平成○年○月○日までとする。 

（共同研究に従事する者） 

第４条 甲及び乙は、それぞれ別表第１に掲げる者を各々の施設において本共同研究に参

加させるものとする。 

２ 甲及び乙は、甲又は乙に属する者を新たに本共同研究の研究担当者として参加させよ

うとするときはあらかじめ相手方に書面により通知し、相手方の書面による承諾を要す

る。 

（実績報告書の作成） 

第５条 甲及び乙は、双方協力して、本共同研究の実施期間中に得られた研究成果につい

て報告書を、本共同研究終了後３０日以内に取りまとめるものとする。 

（ノウハウの指定） 

第６条 甲及び乙は、協議の上、報告書に記載された研究成果のうち、ノウハウに該当す

るものについて、速やかに指定するものとする。 

２ ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。 

３ 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本共同研

究完了の翌日から起算して３年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、

甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。 

（研究経費の負担） 

第７条 乙は別表第２に掲げる研究経費を負担するものとする。 

（研究経費の納付） 

第８条 乙は、別表第２に掲げる研究経費を甲の財務責任者の発する請求書により、当該

請求書に定める納付期限までに納付しなければならない。 

２ 乙は所定の納付期限までに前項に規定する研究経費を納付しないときは、納期日の翌

日から納付の日までの日数に応じ、その未納額に年５％の割合で計算した延滞金を納付

しなければならない。 

（経理） 
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第９条 前条第１項の規定により納付された研究経費の経理は甲が行う。ただし、乙は本

契約に関する経理書類の閲覧を甲に申し出ることができる。甲は乙からの閲覧の申し出

があった場合、これに応じなければならない。 

（研究経費により取得した設備等の帰属） 

第１０条 別表第２に掲げる研究経費により甲が取得した設備等は、甲に帰属するものと

する。 

（施設・設備の提供等） 

第１１条 甲及び乙は、別表第３及び第４に掲げるそれぞれの施設・設備を本共同研究の

用に供するものとする。 

２ 甲は、本共同研究の用に供するため、乙から別表第４に掲げる乙の所有に係る設備を

乙の同意を得て無償で受け入れ、共同で使用するものとする。なお、甲は乙から受け入

れた設備について、その据付完了の時から返還に係る作業が開始される時まで善良なる

管理者の注意義務をもってその保管にあたらなければならない。 

３ 前項に規定する設備の搬入及び据付けに要する経費は、乙の負担とする。 

（研究の中止又は期間の延長） 

第１２条 甲乙の何れにも責を帰せられない天災その他研究遂行上やむを得ない事由があ

るときは、甲乙協議の上本共同研究を中止し、又は研究期間を延長することができる。 

（研究の完了又は中止等に伴う研究経費等の取扱い） 

第１３条 本共同研究を完了し、又は前条の規定により、本共同研究を中止した場合にお

いて、第８条第１項の規定により納付された研究経費の額に不用が生じた場合は、乙は

甲に不用となった額の返還を請求できる。甲は乙からの返還請求があった場合、これに

応じなければならない。 

２ 甲は、研究期間の延長により、第８条第１項の規定により納付された研究経費に不足

を生じる恐れが発生した場合には、直ちに乙に書面により通知するものとする。この場

合において、乙は甲と協議の上、不足する研究経費の全部又は一部を負担しなければな

らない。 

３ 甲は、本共同研究を完了し、又は中止したときには、第１１条第２項の規定により乙

から受け入れた設備を研究の完了又は中止の時点の状態で乙に返還するものとする。こ

の場合において、撤去及び搬出に要する経費は、乙の負担とする。 

 

 

（情報交換） 

第１９条 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料を相互に無償で提供又は開

示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負ってい
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るものについては、この限りではない。 

２ 提供された資料は、本共同研究完了後又は本共同研究中止後相手方に返還するものと

する。 

（秘密の保持） 

第２０条 甲及び乙は、本契約の各条項並びに本共同研究の実施に伴い相手方より提供又

は開示を受けた情報であって、提供又は開示の際に相手方より秘密である旨の表示が明

記され、又は口頭で開示されかつ開示に際し秘密である旨明示され開示後 30 日以内に書

面で相手方に対して通知されたもの（以下併せて「秘密情報」という。）について、研究

担当者等並びに自己に属する本共同研究の実施及び管理のために秘密情報を知る必要の

ある者以外に開示・漏洩してはならない。また、甲及び乙は、秘密情報について、秘密

情報受領者がその所属を離れた後も含め秘密として保持する義務を、当該秘密情報受領

者に対し負わせるものとする。ただし、次のいずれかに該当する情報については、この

限りではない。 

一 提供又は開示を受けた際、既に自己が保有していた情報 

二 提供又は開示を受けた際、既に公知となっている情報 

三 提供又は開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報 

四 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに適法に取得した情報 

五 秘密情報によることなく独自に開発・取得した情報 

六 書面により事前に相手方の同意を得た情報 

２ 甲及び乙は、秘密情報（第1項ただし書に掲げるものを除く。）を本共同研究以外の目

的に使用してはならない。ただし、書面により事前に相手方の同意を得た場合はこの限

りではない。 

３ 前２項の有効期間は、第２条の本共同研究開始の日から研究完了後又は研究中止後３

年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるも

のとする。 

（研究成果の取扱い） 

第２１条 甲及び乙は、本共同研究完了（研究期間が複数年度にわたる場合は各年度末）

の翌日から起算し６ヶ月以降、本共同研究によって得られた研究成果（研究期間が複数

年度にわたる場合は当該年度に得られた研究成果）について、前条で規定する秘密保持

の義務を遵守した上で開示、発表若しくは公開すること（以下「研究成果の公表等」と

いう。）ができるものとする。ただし、研究成果の公表という大学の社会的使命を踏まえ、

相手方の同意を得た場合は、公表の時期を早めることができるものとする。なお、いか

なる場合であっても、相手方の同意なく、ノウハウを開示してはならない。 

２ 前項の場合、甲又は乙（以下「公表希望当事者」という。）は、研究成果の公表等を行

おうとする日の３０日前までにその内容を書面にて相手方に通知しなければならない。
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また、公表希望当事者は、事前の書面による了解を得た上で、その内容が本共同研究の

結果得られたものであることを明示することができる。 

３ 通知を受けた相手方は、前項の通知の内容に、研究成果の公表等が将来期待される利

益を侵害する恐れがあると判断されるときは当該通知受理後１４日以内に開示、発表若

しくは公開される技術情報の修正を書面にて公表希望当事者に通知するものとし、公表

希望当事者は、相手方と十分な協議をしなくてはならない。公表希望当事者は、研究成

果の公表等により将来期待される利益を侵害する恐れがあると判断される部分について

は、相手方の同意なく、公表してはならない。ただし、相手方は、正当な理由なく、か

かる同意を拒んではならない。 

４ 第２項の通知しなければならない期間は、本共同研究完了後の翌日から起算して２年

間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるもの

とする。 

（研究協力者の参加及び協力） 

第２２条 甲乙のいずれかが、共同研究遂行上、研究担当者以外の者の参加ないし協力を

得ることが必要と認めた場合、相手方の同意を得た上で、当該研究担当者以外の者を研

究協力者として本共同研究に参加させることができる。 

２ 研究担当者以外の者が研究協力者となるに当たっては、当該研究担当者以外の者を研

究協力者に加えるよう相手方に同意を求めた甲又は乙（以下「当該当事者」という。）は、

研究協力者となる者に本契約内容を遵守させなければならない。 

３ 当該当事者は、研究協力者となる者に本契約内容を遵守させることができるよう及び

研究協力者が相手方に損害を与えた場合には、当該研究協力者にその損害の賠償を請求

することができるよう、その取扱いを別に定めておくものとする。 

４ 研究協力者が本共同研究の結果、発明等を行った場合は、第１４条の規定を準用する

ものとする。 

（契約の解除） 

第２３条 甲は、乙が第８条第１項に規定する研究経費を所定の納付期限までに納付しな

いときは、本契約を解除することができる。 

２ 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、催告後３０日以内に是正されないときは

本契約を解除することができるものとする。 

一 相手方が本契約の履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき 

二 相手方が本契約に違反したとき 

 

（損害賠償） 

第２４条 甲又は乙は、前条に掲げる事由及び甲、乙、研究担当者又は研究協力者が故意
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又は過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない。

ただし甲が負担する損害賠償額は乙が支払った研究費を限度とする。 

（契約の有効期間） 

第２５条 本契約の有効期間は、第３条に定める期間とする。 

２ 本契約の失効後も、第５条、第６条、第１３条から第２２条、第２４条及び第２７条

の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。 

（協議） 

第２６条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協

議の上、定めるものとする。 

（裁判管轄） 

第２７条 本契約に関する訴えは、東京地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。 

 

 

 

4-19



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




