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大企業×スタートアップの契約実務
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AsiaWise GroupはCross-Border Professional Firm from Asiaを
コンセプトとして設立されました。

AsiaWiseのチームメンバーは多様なバックグラウンドをもったプロフェッショナル
集団です。AsiaWise Groupは、法的な側面から、アジアの経済、国（Nation 

States）、人々のつながり（相互理解・尊重）の実現に貢献します。

AsiaWise Groupのご紹介

国境を越える

日系企業の海外進出は待ったなしで
あるにもかかわらず、法律家の業務
は、日本国内業務に止まっている例
が多いです。
海外の地でサポートを求める日系企
業の助けとなるべく、メンバー1人1
人が国境を越えたサービスを提供し
ます。

業際を超える

弁護士や専門家と呼ばれる人間は、1
つのことに特化して専門化していくこ
とには長けています。
しかし、クライアントが求める問題や
課題を解決したり、あるいはまだ認識
されていない問題を発見するためには、
専門化された庭を飛び出し、業際を超
えていかなければなりません。

自らの限界を超える

国境を越え、業際を超え、新たな価
値を創造するためには、それまでの
枠にとらわれず、常に挑戦すること
が必要です。
そのため、メンバー1人1人が、自ら
の限界に挑戦し続けます。

Cross-Borderには、いわゆる「渉外」だけではない、
3つの意味が込められています



本日のウェビナーの内容

１．スタートアッ

プと大企業の協働

における課題

２．スタートアップと

大企業の協働における

契約実務

３．スタートアップと大

企業の協働における知財

実務

４．パネル・ディス

カッション、質疑応答
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１．スタートアップと大企業の協働における課題
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自己紹介

● アクセンチュアにて、通信ハイテクセクターの
コンサルティング業務

● メリルリンチ日本証券にて、TMTセクターの株
式アナリスト業務

● フロンティア・マネジメントにて、ターンアラ
ウンド（出資先企業取締役、ウィルコム事業管
財人代理等）やM&A支援業務、創業からIPOま
で10年在籍

● Crewwにて、オープンイノベーション事業統括
兼経営企画兼新規事業担当

● 2020/7にインタンジブルズ株式会社設立
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大企業とスタートアップの協業パターン
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Challenge Concept Product Adoption Reach

Cash 

Position

Series B&onSeriesASeedF&F

Enterprise

（EP）

Startup

（ST）

Startup Growth Cycle：スタートアップの成長サイクル

MiddleEarlySeed Lator

Development of Co-Creation Capability：共創の組織能力の開発

PMFit

Scale

Research PhaseAction PhaseAdvance Phase

Incubation Acceleration Matching

PreSeed

自社プロダク
トがある状態
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スタートアップ側の実務
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Concept：事業アイデア Product Adoption Reach Scale

Customer
顧客

Problem
課題

Solution
解決策

Product
ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ

Market
市場

Evaluate
評価

Scale
拡大

CPFit PSFit SPFit
PMFi
t

If no

Creating New Market (0 to 1)：新市場の創造
Scaling New Market (1 to 10)：新

市場の拡大

シード

経営陣、アイデアの質や課題の深さ

アーリー ミドル レイター

初期プロダクト 中核的価値 CFやスケーラビリティ

Stage

視点

バリュープロポジション 市場性、優位性、経済性 事業モデル 事業計画、組織開発論点
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インキュベーション（出向起業：経産省）
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出所：https://co-hr-innovation.jp/
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アクセラレーションにおける課題

1. 資金を優先して業務委託契約を結ぶと、関係性は当初は対等でも受発注になってしま
う（スタートアップ側が時間と資金を優先し、受託業務で終わってしまう）

2. 特許以外に権利化ができるものがない（協業案におけるビジネスモデルやノウハウな
どを提示するのがスタートアップ側でも、権利を得られない）

3. 権利は得られずとも、横展開する機会も得られない（資金を得ることで、二次利用の
禁止や独占的な利用を回避することができない）
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インキュベーションにおける課題

4. まだ初期のプロト段階のスタートアップが大企業との協業する際、配慮すべきことは
何か（善意のファーストユーザーになってもらうしかないか）※実態として多い

5. 法人設立前のスタジオ的な動きの段階で大企業と関わる際、その実施面で配慮すべき
ことは何か（契約なし、無償、個人の信用ベースでお願いするしかないか）
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２．スタートアップと大企業の契約・知財実務
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契約の視点

© AsiaWise 12



１．秘密保持契約(NDA)のポイント

平等なNDAを締結する
⚫ 「NDAを締結せずに情報だけ取ろうとしてくる」「スタートアップ側にのみ片

務的に義務を課すNDAの締結を押し付けてくる」事例に注意。

⚫ 大企業側は、独占禁止法上の優越的地位の濫用の問題を生じないよう注意。

NDA締結前にあらかじめ情報を整理しておく

⚫ たとえば、①NDA無しで開示できる情報、②NDA締結後に開示できる情報、
③いかなる状況でも開示すべきでない情報、程度に分けておく。

NDA違反に備えておく
⚫ 確実に守りたい情報は、NDAの別紙において具体的に特定しておく。こうする

ことで、スタートアップが当該情報を保有していたことの立証が容易になる。

⚫ 大企業側としても、自社が不正に流用してはならない情報の範囲が明確になる
のでメリットがある。

⚫ 損害賠償条項で、あらかじめ違約金を定めておくことも考えられる（NDA違反
の損害の立証が容易でないため）。
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２．POC（技術検証）契約のポイント

POC契約＝共同研究開発段階に移行するかの前提として、スタートアップ
側の保有している技術の開発可能性などを検証するための契約

スタートアップが無償でPOCを依頼され、結局本開発に移行できず報酬も
得られない、という事例も……→POC契約をしっかりと締結する必要性！

対価設定を明確化する

⚫ スタートアップ側は、必ず契約で作業と報酬の対価関係を明確にして
おくこと。追加で無償作業を要求されるパターンもありうるので注
意。

⚫ 大企業からしても、適切な対価を早期に支払うことで、スタートアッ
プとの信頼関係を醸成することができるメリット。

終了条件、共同研究開発への移行について明確化する

⚫ 何を検証作業として行い、何を報告することでスタートアップ側の義
務が完了するのか、契約で明確にしておく。

⚫ POC終了後、共同研究開発へ移行するかどうか未定のまま時間だけが
経過するようなことは避けるべく、共同研究開発契約締結をいつまで
に決定するかあらかじめ期間を設定しておくなど、工夫する。
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３．共同研究開発契約のポイント

共同研究の結果生まれたフォアグラウンドIPについては、発明を最大限活
用する観点から、スタートアップに単独帰属させることを積極的に検討
すべき。

⚫ 特許権等のIPをスタートアップに単独帰属させることで、スタート
アップの成長を促進し、大企業の利益も実現できる。

⚫ 大企業としては、フォアグラウンドIPをスタートアップに単独帰属さ
せる場合、一定の範囲で独占的な利用権の設定を得ておくことが有用。

「とりあえず共同帰属」は避ける。

⚫ スタートアップはIPを他分野や他の用途に利用しようとする度に共同
開発者の承諾を得なければならなくなり、事業展開が阻害される。

⚫ 大企業からしても、提携するスタートアップの魅力（ディスラプティ
ブな事業展開）が失われてしまうのは損

貢献度に応じたリターンを設定する

⚫ 「名ばかり共同研究」にならないよう、共同研究開発契約の段階で相
互の役割分担を規定し、認識をすり合わせておく。

⚫ 大企業側にIPを帰属させる場合、スタートアップの貢献に対する対価
が何らかの形で提供されているかどうか。
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4．一歩先へ ～参考文献

公正取引委員会・経済産業省「スタートアップとの事業提携に関する指
針」（2021年3月29日）

https://www.meti.go.jp/press/2020/03/20210329004/20210329004.html
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知財の視点
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1．バックグラウンドIPを仮出願により明確にする

バックグラウンドIPとは、共同研究開発の契約締結前に両社がそれぞれ
別々に保有していた知的財産。

契約締結前までに全て特許出願し、契約締結前の段階で自社が保有して
いたことを明確にすることが望ましい。

特許明細書がない場合でも研究論文等（英語も可）を用いて仮出願をす
ることができる（特許法38条の2参照）。

© AsiaWise

A社バックグラウンドIP

B社バックグラウンドIP

A社, B社
フォアグラウンドIP

（契約の取り決めに従う）

契約締結前 契約締結後

特許出願により明確化
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2．スタートアップの実情に合わせた柔軟な対応をする

ビジネスを守るために特許権などの知的財産権を確保することが重要。とこ
ろが、スタートアップ企業とっては大きな費用負担。

共同研究開発の場合、対等な立場で対等な費用負担を要求しがちだが、ス
タートアップの実情を考えて柔軟な対応をすることが望ましい。

大企業側は、初期段階ではスタートアップに費用負担を求めず、実際に利益
が上がってから少しずつ初期の費用を回収していくことなどが考えられる。

© AsiaWise

知的財産権取得費用
A社負担分50%

サービス開始前 サービス開始後

知的財産権取得費用
B社負担分50%

（A社が肩代わり）

B社→A 社
（サービス収益より肩代わり分を返済）

長期間かけて無理のない形での負担
を求める or 別の形での負担を求める
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3．大企業リソースを活用したスタートアップのバックアップ

スタートアップがモバイルアプリを活用したサービス業である場合、
サービス改善や効率化をする上で重要なデータを保有している。

リソースに余裕のないスタートアップでは、広義の知的財産とも呼べる
そのような重要なデータが解析されないままとなりがちである。

大企業のリソースを使って、広義の知財であるスタートアップのデータ
を活用するビジネスモデルも考えられる。

© AsiaWise

顧客

A 社

大企業のリソース活用例

広義の知的財産であるデータを
解析して、B社のビジネスに役立てる

顧客行動
データ

B社

サービス改善提案
効率化提案
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３．パネルディスカッション・質疑応答
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1. アクセラレーションにおける課題（再掲）

1. 資金を優先して業務委託契約を結ぶと、関係性は当初は対等でも受発注になってしま
う（スタートアップ側が時間と資金を優先し、受託業務で終わってしまう）

2. 特許以外に権利化ができるものがない（協業案におけるビジネスモデルやノウハウな
どを提示するのがスタートアップ側でも、権利を得られない）

3. 権利は得られずとも、横展開する機会も得られない（資金を得ることで、二次利用の
禁止や独占的な利用を回避することができない）
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2. インキュベーションにおける課題（再掲）

4. まだ初期のプロト段階のスタートアップが大企業との協業する際、配慮すべきことは
何か（善意のファーストユーザーになってもらうしかないか）※実態として多い

5. 法人設立前のスタジオ的な動きの段階で大企業と関わる際、その実施面で配慮すべき
ことは何か（契約なし、無償、個人の信用ベースでお願いするしかないか）

23



【お悩み相談】皆様から頂いた課題・事前質問より

① 契約書を弁護士に丸投げして、弁護士もヒアリングが甘く、実態に沿わ
ない修正が入っていることが多いような気がします…。

② スタートアップ側が外部の弁護士に契約Reviewを委託することもよくあ
るが、スタートアップと弁護士の立ち位置に齟齬があり、実務間合意事
項や事前協議内容が弁護士に正確に伝わっておらず、弁護士を交えた契
約交渉において、ちゃぶ台返しを受けたり、余計なやり取りに振り回さ
れる。

③ 相手方の法務体制が整っていないと契約交渉にかかる時間がよめない。
技術や事業観点で魅力があり選んだ相手がいざ契約交渉をはじめてみる
と法律や契約観点でまるで話が通じず取組みを進めづらい場合がある。

④ スタートアップ企業の有する技術やサービスは脆弱、未熟なケースが多
い。ところが、スタートアップ側は誇大なアピールをしてきます。自社
側の担当者は、相手のアピールに乗ってしまい、評価の誤りが契約条件
の設定上リスクとして残る（例えば、品質保証、契約不適合等）。

⑤ 社内法務部が過度の厳密性を要求。例えば、将来性が見えない段階での
スタートアップとの協業において、成果物やその帰属などの詳細規定を
要求する。
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★契約交渉の進め方に関するお悩み



【お悩み相談】皆様から頂いた課題・事前質問より

① 多数のスタートアップ企業との間で情報のやり取りをしていることから、
意図せずに情報のコンタミネーションが生じる可能性がある。

② ライセンスや共同開発の関係になる場合、途中でスタートアップが買収
されるなど支配者が変更になる場合の対処方法として何を講じておくと
自社への悪影響を最小限に抑えられるのか難しい。

③ 日本企業の場合には、独占禁止法の観点から慎重に検討したうえで、ス
タートアップ企業との間で契約を締結しているが、海外企業の場合には、
これらの点で不明確なところがある。

④ スタートアップとの協業において、成果物としてのIPをどのように分配
するのが妥当かが課題になることが多い。同等の規模の企業同士であれ
ば、バランスや合理性を重視した判断になるが、対スタートアップの交
渉においても同様の理論で良いのか悩むことが多い（スタートアップの
やる気を削がないやり方がないか）。

⑤ 特に知財などスタートアップ側の技術にかかわるところで、出資を条件
に出され、なかなか情報を開示してもらえない。
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★契約の中身、知財・情報の取扱い等に関するお悩み



ご清聴ありがとうございました。
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