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産業財産権制度調和に係る共同研究調査事業 

２０２１年度派遣研究者募集要項 

応募書類提出期限：２０２１年３月１６日 

 

２０２１年１月１２日 

一般財団法人 知的財産研究教育財団 

知的財産研究所 

 

■ 共同研究調査事業の趣旨・目的 

本事業の目的は、我が国企業が海外各国において活動しやすい産業財産権制度の導入を促すため、

主に日本を含む複数国間において産業財産権制度に関する制度調和が中期的に必要な課題につい

て、日本の産業財産権制度に対して深い理解を有する研究者が調査・共同研究を実施し、得られた

研究成果及び研究者のネットワークを活用して産業財産権制度に関する制度調和を推進すること

です。 

このため、一般財団法人 知的財産研究教育財団 知的財産研究所（以降、知財研）*では、特許

庁の委託を受けた産業財産権に係る共同研究調査事業の一環として、「国外研究機関における調査」

を実施します。これは、我が国の研究者を、外国（欧米諸国等）の研究機関に派遣し、主に日本を

含む複数国間において産業財産権制度に関する制度調和が中期的に必要な課題について共同研究

により調査するもので、以下のように派遣研究者を募集します。 

*２０２１年度事業実施団体が当財団と異なる場合があります。 

 

■ 調査・共同研究テーマ 

令和３年度は、世界的に喫緊の課題である「ポストコロナにおける知財1流通のあり方」に関する

調査・共同研究テーマを募集いたします。 

日本では、（独）工業所有権情報・研修館（INPIT）が、COVID-19対策となり得る特許について

検索可能とする開放特許情報データベースや、大学でも特許の無償開放の動き2があり、また、安倍

首相から G7でワクチンや治療薬が各国に普及するよう特許権を国際的に一元管理する「特許権プ

ール」創設の提案がなされました3。加えて、米国では、米国特許商標庁（USPTO）がライセンス

可能な特許等のリストを提供する「Patent 4 Partnership」を立ち上げ、民間でも特許の無償提供

の枠組 COVID-19 Technology Access Framework、Open COVID Pledgeが立ち上がっており、欧

州では、英国 Oxford大学が COVID-19関連の知的財産の利用を促進するためのガイダンスを発表

しています。また「特許権プール」の参考となる枠組みとして、従来からMEDICINES PATENT 

POOL（スイス）も存在しています。 

このように、各国で技術開発を促進する知財のプラットフォームはできつつありますが、例えば、

そのプラットフォームを利用する側の視点で、各国のプラットフォームの使いやすさや改善点、さ

 
1 本事業では、特許庁が所管する産業財産権（特許、実用新案、意匠、商標）を指します。 
2 東京工業大学の「お役に立てればプロジェクト」 

https://www.ori.titech.ac.jp/socialreboot/tf1_hthproject.html 
3 コロナ薬普及へ特許共有を 日本提唱でG7援助案、実現に壁

https://www.sankeibiz.jp/macro/news/200706/mca2007060500003-n1.htm 
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らには世界で共通の枠組みのあり方や課題等について明らかにすること等により、ポストコロナの

知財流通のあり方の検討に資する調査・共同研究テーマを募集いたします。 

 

＜研究テーマの例＞ 

・ポストコロナにおける強制実施権等の役割とそのあり方 

・新型コロナウイルスの治療薬やワクチン等の利用促進に向けた特許権プール構築のあり方 

 

なお、派遣先研究機関における適切な知見を有する者による助言・指導は共同研究を実施したも

のとみなします。また、本事業では共同研究者の研究のための資金を拠出しません。 

テーマ設定の参考として、過去に特許庁より提示されたテーマの例は以下のとおりです。 

 

（特許制度） 

・AI・IoT時代に対応した知的財産制度についての研究（又は、各国比較研究） 

・権利の安定性に関する研究 

・知的財産と経済成長に関する研究 

・各国で付与される特許権の価値に関する国際比較研究 

・地域イノベーション・中小企業支援に資する特許審査制度に関する研究 

・先使用権に関する主要国（日、米、中、韓、欧州各国等）比較研究 

・国境をまたぐ特許実施形態の保護の在り方（ブロックチェーンなど、サーバーが海外にある場合のク

レームの書き方、保護の在り方を想定） 

・AIの利用による機械翻訳精度向上がもたらす制度調和への影響 

 

（審判制度） 

・ＡＳＥＡＮ諸国における異議・審判制度の整備状況について 

・五庁における権利付与後の特許の無効化手続きの比較研究 

・日米独英中韓における特許侵害訴訟時の権利の有効性・無効性の取扱いについて 

 

（基準） 

・「構造を有するデータ」及び「データ構造」の発明の保護に関する研究 

・クラウド・コンピューティング関連発明の保護に関する研究 

・特許の保護対象に関する研究（そもそも何を特許で保護すべきか） 

・諸外国における明細書に記載された「模擬の若しくは予想される試験結果及び予言的実施例（紙上で

の実施例）」の特許審査での取り扱いに関する比較研究 

 

（普及支援） 

・諸外国における事業化を促進するための産業財産制度に関する政策とその経済分析 

・中小企業・ベンチャー・大学における産業財産権制度活用による経済効果の定量分析 

・企業の組織体制及び知財戦略の変遷と産業財産権制度 

・収益性の高い企業のビジネスモデルに対する産業財産権制度の寄与に関する経済分析 
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（意匠制度） 

・意匠権の評価指標に関する研究 

・各国での意匠分類の運用に関する比較研究 

・各国における意匠権の活用手法の比較 

・デザインへの投資に対する経済効果について 

・日米欧中韓における意匠制度の史的展開と比較 

・意匠権に関する判例の各国比較研究 

・各国での意匠の図面表現の要件に関する比較研究 

・各国経済動向と意匠出願との相関関係に関する研究 

 

（商標制度） 

・商標権侵害の損害賠償額の算定の国際比較 

・商標の類似とコンセント制度に関する研究 

・登録後に識別力を喪失した商標の取消制度に関する研究 

 

（知財とビジネス） 

・知的財産の価値の評価手法（又は、経済分析手法）に関する研究 

・知的財産関連統計データの知的財産政策への活用状況 

・欧米等の諸外国における特許と競争法との関係 

・標準必須特許（必須性判定等）に関する調査 

・海外における知財ビジネスの実態に関する研究 

・Ｍ＆Ａにおける知財の取扱いに関する研究 

・AIの知財業務への活用実態調査 

 

ご参考までに、過去の派遣研究者及び研究テーマが 

https://www.iip.or.jp/fellow/index.html 

に掲載されています。 

 

■ 応募資格 

派遣時に以下の全ての条件を満たす者（応募時に満たさない条件がある者は応募書類の該当箇所に

その旨注記してください。） 

① 日本国籍を有する者 

② 研究活動における不正行為（捏造、改ざん、盗用）の前歴の無い者 

③ ２０２１年４月１日現在で、博士課程（後期）在籍又は修了（博士課程（後期）単位取得退学・

学位未取得を含む）者又はこれと同等以上の実績を有する研究者で、設定されたテーマについ

て調査・共同研究するために十分な産業財産権に関する知識を有する者（派遣時までに在籍証

明書又は最終学歴・学位の証明書を提出できない場合は不採用となる場合があります。研究能

力及び実績が条件を満足しているかは応募書類等に基づき審査手続において判断します。）また、
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２０２１年４月１日現在で博士課程修了者または在籍者のいずれにも該当しない者は、２０２

１年４月１日現在で産業財産権に関する学生等の教育・指導実績を有すること。 

④ 派遣期間中、常勤的職務に就く予定がなく、外国の研究機関において研究（及び付随手続）に

専念できる者。（大学教職員のサバティカル制度利用を含む。ただし事業の趣旨により、企業に

所属している方の応募については、当該企業と派遣研究者との兼職は認められません。当該企

業の休職（上司の許可証明を必要とします）ないし退職を前提とします。） 

⑤ 調査・共同研究活動に十分な産業財産権に関する知識を有し、派遣期間終了後も産業財産権分

野で研究者ネットワークを構築し得る者 

⑥ 心身共に健全で、派遣先での調査・共同研究活動に支障のない者 

⑦ 派遣先における調査・共同研究活動に支障のない語学力を有する者 

 

■ 派遣期間 

短期派遣研究者：１～３か月 

長期派遣研究者：４～６か月 

（ただし、遅くとも２０２２年２月末まで）。なお、契約に基づき、派遣後の途中解約は認められま

せん。 

 

■ 派遣予定人数 

短期、長期合わせて１～２名程度 

本事業は２０２１年度予算の成立を前提としていますので、派遣研究者の人数又は派遣期間は予算

額により変更となる可能性があります。また、派遣先国において感染症拡大防止等のために渡航制

限措置が取られている場合、派遣できない可能性があります。 

 

■ 研究者の身分 

知財研の派遣研究者（派遣先の研究機関等で身分が与えられる場合でも、知財研の身分が優先する

ものとします。） 

 

■ 派遣先 

応募者が応募時に希望した研究機関等を原則とします。希望した研究機関等が受入れできない等の

事情によっては、知財研が研究に適切と判断し特許庁が承認した他の研究機関等に派遣する場合が

あります。 

 

■ 派遣先での研究活動日及び活動時間等 

派遣先研究機関等の規則等に従うことを原則とします。ただし、必要に応じて知財研の指示に従っ

ていただくことがあります。 

 

■ 待遇等 

① 派遣渡航費及び帰国渡航費、渡航諸費用（必要に応じてビザ取得費用、派遣期間中の海外傷害

保険等）、派遣期間中の日当及び宿泊料（派遣中に他の地域に出張する場合等においては、日当及び
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宿泊料の二重払は行いません。）を知財研の定める規定に基づき支給します。 

② 派遣期間中、当該研究活動に関しては、知財研以外からの資金援助を受けることはできません。 

 

■ 研究環境 

① 派遣先の研究機関等が、研究するのにふさわしい環境、特に、派遣研究者用スペース、キャビ

ネット又はロッカー、国際電話の受信可能な固定電話、コンピュータ利用環境（イントラネット接

続、インターネット接続、プリンター等）、複写機、研究に必要な文献を所蔵する図書館、文献デー

タベース等、又はそれらに準じた環境を提供できること、及びそれらの利用条件を事前に確認して

ください。提供される環境が研究するのにふさわしくないと判断される場合は、派遣先の研究機関

等を変更していただく場合があります。研究に必要なソフトウェア等は、この事業の予算上及び契

約上可能な範囲で知財研が準備できる場合もあります。 

なお、知財研と派遣研究者との日常の連絡には主に電子メールを利用し、各種申請書及び報告書の

作成にはマイクロソフト・オフィス（ワード、エクセル等）を使用しますので、派遣先で日本語環

境のＰＣが利用できる環境を整えていただきます。 

② 知財研は図書館を併設しています。蔵書は知財研ウェブサイトで確認できます。派遣先の研究

機関等では入手できない研究資料（書籍、雑誌、国内外商用データベース等）は、この事業の予算

上及び契約上可能な範囲で知財研が確保します。 

 

■ 活動内容 

① 応募時の研究計画書に記載された研究テーマ及び研究計画を参考に、派遣内定後に設定する研

究テーマ及び研究計画に従って、派遣先研究機関において共同研究者との調査・共同研究に専念

する義務があります。ただし、本事業の趣旨に沿うと知財研が認める活動についてはこの限りで

はありません。例えば、制度調和を推進することを目的とする、日本の産業財産権制度に関する

知見を国外の研究者に紹介する活動等が挙げられます。 

② 派遣先研究機関の担当者に２か月に１回以上の面談を通じて研究の進捗報告を行い、確認を受

けること。（知財研より、２か月に１回以上、当該担当者に研究の進捗確認等を行います。）ただ

し、派遣期間が２か月未満の場合はこの確認は行いません。 

③ 研究上の必要に応じて、研究機関や研究者・専門家等を訪問し、学会・研究会・講演会等に参

加すること。（そのための参加費用及び旅費等は知財研の規定により支給しますので、その都度、

申請書及び報告書を提出していただきます。） 

④ 研究上の必要に応じて、知財研の雇用する又は紹介する研究員の指導を受けること。 

⑤ 知財研が派遣期間中に月１回以上行う連絡に対して進捗を報告すること。ただし、派遣期間が

１か月以下の場合はこの確認は行いません。 

⑥ 研究日誌、月次報告書等を提出すること。 

⑦ 派遣期間終了後、調査研究報告書納入日までに、知財研の定める日本国内での研究成果報告会

において、原則として調査・共同研究のうち派遣研究者自身による研究成果について研究成果報

告を行うこと。 

⑧ 予定した研究従事時間の１割以上の減少が生じる場合には、研究計画の見直しをしていただき

ます。 



 

6／7 

⑨ 遅くとも２０２２年１月３１日までに、調査研究報告書の査読用草案を知財研に提出すること。

なお、当該日より前に下記⑩の完成原稿を提出する場合は、査読用草案の提出は必要ありません。 

⑩ 派遣期間終了後１か月以内（遅くとも２０２２年２月末）に調査研究報告書の完成原稿を知財

研に提出すること。 

なお、派遣期間終了以降も、知財研が２０２２年３月末までに特許庁に納品する調査研究報告書

の校正等に協力していただきます。 

提出された調査研究報告書の著作権は一般財団法人知的財産研究教育財団に無償で譲渡してい

ただきます（調査研究報告書の著作権は、納品後、特許庁に引き渡されます。）。執筆者は、著作

者人格権を行使しないものとします。但し、執筆者は、この事業の報告書からの引用である旨を

付記することを条件に、執筆部分に限り、報告書の内容を、複製、翻訳、翻案等の形で利用する

ことができます。 

⑪ その他、詳細は派遣契約及び派遣研究者の研究活動マニュアルにて取り決めます。 

 

■ 募集期間 

２０２１年１月１２日～２０２１年３月１６日（必着） 

なお、募集期間は応募状況によって延長する場合があります。知財研ウェブサイトで確認してくだ

さい。 

 

■ 応募手続 

下記応募書類一式を電子メール添付により下記応募先に提出してください。応募書類に虚偽の記載

があることが判明した場合は、応募が無効となる場合があります。 

提出された応募書類に不明な点がある場合は、募集担当者より電子メール等により問合せ又は補充

を依頼することがありますが、それに対して指定の期日までに回答又は補充が行われない場合は、

応答する意思が無いものと判断しますので、注意してください。 

 

■ 応募書類 

所定の申請書（写真貼付）及び代表論文写しを電子メールで提出してください。申請書は、必ず所

定の様式を使用し、注記事項を参照の上記入してください。記入に際して不明な点は必ず事前に問

い合わせてください。 

研究提案の内容は、審査する者がその研究分野の専門家でなくても理解できる記述とし、必要に応

じて用語解説等を加えてください。 

希望派遣先の研究機関、共同研究者、特にその研究環境及び研究者の受入条件等については、応募に

先立ち十分情報を収集し、申請書に詳細に記述するとともに、必要な資料を添付してください。 

推薦書は、現在又は過去の研究指導者又は上司等を推薦者とし、必ず推薦者により記入の上、推薦

者から下記応募先に電子メールで送付してください。 

応募書類の様式は知財研のウェブサイトよりダウンロードできます。 

なお、提出された応募書類一式は返却しません。 

 

■ 選定方法 
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知財研内に設置する選定委員会にて、書類審査及び面接審査を行った上で、派遣内定者を決定しま

す。なお、応募書類の内容を確認後、選定委員会に先立ち、募集事務担当者から応募者に電話によ

るヒアリングを行い、ヒアリングの内容は選定委員会に提出されます。 

面接審査の日時は未定ですが、面接審査を受けていただく方には日時が決まり次第連絡します。な

お、面接審査は Skypeにより実施します。 

選定の主な観点：応募資格①～⑦を満たし、特に以下が認められること。 

・経歴及び研究業績、教育・指導実績が研究計画を遂行するに十分な知識及び研究能力を示してい

ること。 

・研究者のネットワークを構築できる人材であること。 

・研究計画が、具体性を有し、産業財産権制度の制度調和が中期的に必要となる課題に関する調査・

共同研究であること。 

・希望派遣先である海外の研究機関が、研究者を受け入れる条件が明確であり、研究にふさわしい

環境を備え、調査・共同研究内容に適切であること。 

 

■ 派遣内定通知 

２０２１年３月末（予定） 

 

■ 個人情報の取扱い 

応募書類に含まれる個人情報については、知財研の「個人情報の保護管理に関する規程」に基づき

厳重に管理し、この事業の運営管理及び実施（並びに希望者には知財研の今後の事業案内等）のた

めにのみ使用し、それ以外の目的には使用しません。（なお、応募書類に含まれる情報は委託元であ

る特許庁に提出する場合があります。） 

また、この事業の研究成果報告会及び調査研究報告書において、派遣研究者の氏名及び経歴等が公

表されます。 

 

■ 派遣期間終了後の研究活動調査について 

事業の趣旨から、派遣研究者としての派遣期間終了後も、その後の研究活動等について調査を行い

ます。 

 

■ 応募先（問合せ、連絡先） 

一般財団法人 知的財産研究教育財団 知的財産研究所 

 「派遣研究者募集」係 

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町三丁目１１番地 精興竹橋共同ビル５階 

E-mail：fellow21cr@fdn-ip.or.jp TEL：03-5281-5674 FAX：03-5281-5676 

URL: https://www.iip.or.jp/ 

＊応募の際は、電子メールのタイトルを「派遣研究者応募」としてください。 

 


