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はじめに

本学は平成２３年４月１日から有体物取扱規程（「国立大学法人琉球
大学研究成果有体物取扱規程」（平成23年3月31日）制定の運用を開

始しました。最近、学外から成果有体物の利用申込み（無償又は有償）
が多数あり、知的財産に関する収入実績も出てきました。

研究成果有体物は知的な研究活動の成果のひとつとして大いに保
護されるものであります。しかし、その扱いをあやまると大きな危険性も
はらんでいます。「知らなかった」ために、法令違反を犯し、訴訟に巻き
込まれ、損害賠償を請求される可能性もあります。

産学官連携推進機構では琉球大学の研究者が「研究成果有体物の
取り扱い」でトラブルが起きないようにサポートして参ります。

今回お届けするMTAハンドブックは研究成果有体物の取り扱いに関

して余り馴染みのない研究者が窮地に陥らないようにするにはどうした
らよいかについてまとめたものです。不明な点がある場合は、産学官
連携推進機構 知的財産部門、または学術国際部 地域連携推進課に
ご相談下さるようお願いします。

本ハンドブックの内容をご理解頂き、他の研究機関や企業との間に
おいて研究成果有体物の提供又は受け入れを行う際にお役立て願い
ます。

（本ハンドブックは、奈良先端科学技術大学院大学および山口大学の
ＭＴＡハンドブックも参考にさせて頂きました。）

平成２４年９月

国立大学法人琉球大学
産学官連携推進機構
知的財産部門長
近藤 義和
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ＭＴＡ（Material Transfer Agreement:研究成果有体物提供約）
は、遺伝子、実験用動植物、菌株、抗体、新規化合物、材料な
どの研究試料、装置などの研究成果有体物を、当事者間で授
受する際の使用に関するとりきめを行う契約です。

研究成果有体物の帰属

研究成果有体物の管理

１．ＭＴＡとは

有体物は多種多様であり、その取り扱い方法をもっとも熟知
しているのはマテリアル作製者本人であることから、マテリア
ルを作製した研究者、職員等が管理します。

本学では別段の定めがある場合を除き、研究成果有体物は
原則として大学帰属となっております。
従って、ＭＴＡは実際に研究試料をやりとりする研究者同士
ではなく、機関名義での契約となります。私的企業との間は
勿論ですが、公的研究機関との間においても研究試料の授
受に当たってはＭＴＡを締結することを義務付けています（研
究成果有体物取扱規程）。

Ｂ大学
Ａ企業

琉球大学

サンプル等 サンプル等

ＭＴＡ ＭＴＡ
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２．ＭＴＡを締結する意義

ＭＴＡは単に提供する研究成果有体物の権利が本学にあるこ
とを主張するためのものではなく、提供先の有体物の使用に
より、第三者に損害が及んだ場合の免責という大きな役割が
あります。

また、受領の際にＭＴＡを締結する意義としては、提供先から
の研究の成果発表や権利化等に対して不当な制限をかけら
れないようにするという側面もあります。

このように、ＭＴＡには成果有体物や研究の自由について権利
を保護すると同時に、損害や制限に対する防衛という役割が
あります。
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〔提供時〕

■有体物の所有権や知的財産権の
留保

■第三者への分与禁止

■有体物の秘密の保護

〔提供時〕

■提供先の使用により第三者への損
害（物理的損壊や特許侵害）に対す
る免責

■裁判時の準拠法の設定

〔受領時〕

■発表の権利の保護

■研究成果の権利の保護

〔受領時〕

■第三者への損害に対する補償の
限度の設定

■裁判時の準拠法の設定

提供時・受領時各々におけるMTAの意義

MTAは、試料を提供する場合、受領する場合、それぞれの立場
で意味合いが異なってきます。
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３．琉球大学におけるＭＴＡ締結手続き

☆公的研究機関に研究成果有体物を提供する場合は原則無償と

します。ただし、研究成果有体物提供にあたって、作成費用等の実

費を相手方に請求する事は可能です。

☆企業に研究成果有体物を提供する場合は、原則有償とします。

ただし、共同研究の事前準備のためや、その他の特別な理由によ

り無償提供することは可能です。

☆研究成果有体物を受け入れる場合、相手方が機関契約を求め

てきた場合は、学長名で契約手続きを行います(下表)。ただし、相

手方から、指定があった場合や研究者同士での契約で可との申し

出があった場合は、これを拒みません。

☆契約書の内容について産学官連携推進機構知的財産部門に相

談して下さい。

公的研究機関 私企業

提供の場合 学長 学長

受入の場合
学長又は学部長
又は研究者

学長又は学部長
又は研究者

ＭＴＡの締結（署名）権限

契約相手
授受の別
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研究者 研究室 部局 大学

４０％ ２５％ １０％ ２５％

ＭＴＡによる収入の配分

研究成果有体物の提供により収入を得た場合は、当該

職員等に対して補償金を支払います。提供補償金は下

記の比率となっており 、いずれも研究費としてその都度

払込をします。
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本学における成果有体物の授受に関する手続きは下記のように
行います。
※いずれも、研究者からスタートします。

成果物提供時の申請スキーム
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成果物受領時の申請スキーム
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（＊）成果物の内容説明と研究進度を考慮して研究者ご自身で書類の回覧を行
われることを勧めます。

成果物提供・受領時の申請フォーマット（様式１）

担当 氏名 所属 職名 電話 E‐mail 承認日付 承認印 備考

１ 被依頼者

依頼者

依頼内容

２ 部局長

コメント

３ 学長

コメント

４ 発明審査
委員会

コメント

５ 学長

コメント

６ 学部長

コメント

７ 被依頼者 発送日付

コメント

８ 依頼者

部局承認ルート

10



成果物提供・受領時の申請フォーマット（様式２）

担当 氏名 所属 職名 電話 E‐mail 承認日付 承認印 備考

１ 被依頼者

依頼者

依頼内容

２ 知的財産部
門長

有体物、
知財確認
MTA契約交
渉
MTA契約締
結

３ 地域連携推
進課長

MTA契約締
結通知

４ 研究契約係
請求書発行

５ 被依頼者

送付（有体
物、請求書、
受領書）

６ 依頼者

受領書返送

契約関係
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研究成果有体物を提供する際には、以下のような点をもう一度確認
しましょう。

◆その研究成果有体物の作製者はあなたですか？

他の研究機関の研究者や企業から提供を受けた研究成果有体物自体或いはこ
れを基に作製したものについては、第三者に提供することが認められていない事
がほとんどです。受領した際の契約書を再確認して下さい。

また、あなた自身が作製した研究成果有体物であっても本学に赴任される前に作
製された場合、前任機関との約束事はありませんか？

◆その研究成果有体物は知的財産権（出願中も含む）には
関係ありませんか？

特許等の知的財産権を取得あるいは出願したものについては、特許の存在を
明記し、その取扱についても別段の定めをする必要があります。
このような研究成果有体物を提供する場合は、事前に産学官連携推進機構知
的財産部門までご相談下さい。

◆無理な条件を要求されていませんか？

研究成果有体物の性能保証や、提供先での事故や第三者への
損害賠償責任など、過度の保証を要求されるケースも考えられます。

◆提供先は輸出可能な機関ですか？（特に外国機関の場合）

安全保障貿易の法令により、特定の目的に使用可能な物の輸出について制限
されています。バイオ系試料には菌体や抗体のみならず機器類も含め、
生物兵器や核兵器への応用が可能な物が存在します。
相手機関が経済産業省の「外国ユーザーリスト*」に記載され、研究目的が
兵器の開発にある場合には提供することができません。

機関の名前だけで危険性を察知できるとは限りませんので、相手機関の所属
国や
研究目的にも留意する必要があります。
*http://www.meti.go.jp/policy/anpo/index.html

学内問い合わせ先：研究推進課
産学官連携推進機構 知的財産部門 12



◆研究成果の発表について制限はありませんか？

研究成果有体物を使用した研究について、学会・論文等での成果発表を一切認めら
れない場合や、不合理に制限される場合があります。

◆研究成果の権利帰属はどうなっていますか？

自らの研究活動の結果として得られた知的財産等が、何の根拠もなく共有もしくは相手
方の帰属とされている場合があります。

◆無限の責任を負わされていませんか？

受領者側の使用によって生じた第三者への損害は、原則、受領者側で対処せざるを得
ません。ただし、提供者に過失があった場合にはこの限りではありませんので、ＭＴＡ中
に“ＲＥＣＩＰＩＥＮＴ（受領者）は本試料の使用等によって第三者および提供者に損害を及
ぼした場合には、これを補償する”といった内容がある場合、“提供者の故意・過失に起
因する損害についてはこれを補償しない”いった内容の修正が望ましいといえます。

◆裁判の際の準拠法はどこの国のものですか？

外国機関からの研究成果有体物の受領に当たっては、提供国側の準拠法を基準とする
ケースがほとんどですが、本学にとっては不利な項目になりますので条文の削除を求め
るか、「被告所在地の管轄裁判所に提訴する」という内容に変更するよう提案する必要が
あります。
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研究成果有体物の受入を切望するあまり、相手側から課せられた
条件が不利であっても、その条件を受け入れてしまいがちになりま
す。

しかし、ＭＴＡは契約である以上、締結したからには、不利な内容で
も、それを履行する義務が発生します。

外国への研究成果有体物の提供や、生物資源を授受する場合は、
「外為法（安全保障貿易管理）」や「生物多様性条約」、「カルタヘナ
法」との関係性を事前にチェックし留意する必要があります。

（＊）外為法（安全保障貿易管理）：http://www.meti.go.jp/policy/anpo/
生物多様性条約：
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kankyo/jyoyaku/bio.html
カルタヘナ法：
http://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/carta/c_about/index.html
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関係学内規程等

１．職務発明等規程
http://www.jim.u‐ryukyu.ac.jp/soumu/kisoku/pdfdata/国立大学法人琉
球大学職務発明等規程.pdf
２．研究成果有体物取扱規程
http://www.jim.u‐ryukyu.ac.jp/soumu/kisoku/pdfdata/国立大学法人琉
球大学研究成果有体物取扱規程.pdf
３．安全保障輸出管理規程
http://www.jim.u‐ryukyu.ac.jp/soumu/kisoku/pdfdata/琉球大学安全保
障輸出管理規程.pdf
４．利益相反マネジメント規程
http://www.jim.u‐ryukyu.ac.jp/soumu/kisoku/pdfdata/国立大学法人琉
球大学利益相反マネジメント規程.pdf

関係法規等

１．特許法
http://law.e‐gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO121.html
２．安全保障貿易管理（経済産業省）
http://www.meti.go.jp/policy/anpo/
３．生物多様性条約（外務省）
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kankyo/jyoyaku/bio.html

各大学のMTA関連規程の例

・奈良先端科学技術大学院大学
http://reiki.naist.jp/kiyaku/pdf/04060.pdf
・山口大学
http://www.sangaku.yamaguchi‐u.ac.jp/material/mta_kisoku.pdf
・熊本大学
http://kico.kumamoto‐u.ac.jp/userfiles/files/pdf/mta/mta_kisoku_210401.pdf
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６．ＭＴＡの管理支援部門

産学官連携推進機構 知的財産部門、および総合企画戦略
部 地域連携推進課では、ＭＴＡの作成・締結支援および書
類の保管を行っています。

企業および学術機関との研究成果有体物の授受の場合は
ＭＴＡ承認申請を地域連携推進課に提出してください。
前述の【様式１，２】

提出先：総合企画戦略部地域連携推進課
内 線：8031
メール：chizai@to.jim.u‐ryukyu.ac.jp

企業および学術機関との研究成果有体物の授受において
・契約内容に不安があるのでみてほしい
・特約的にＭＴＡを改変したい
・先方と交渉してほしい
ということがあれば、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。

問い合わせ先：知的財産部門
メール：chizai@to.jim.u‐ryukyu.ac.jp

尚、成果物の外国への授受については、研究推進課（安全保
障輸出管理）或いは知的財産部門まで問い合わせ下さい。
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参考図書
■ＭＴＡハンドブック（奈良先端科学技術大学院大学）
■ＭＴＡハンドブック（山口大学）
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