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未来共創イノベーションネットワーク（INCF）設立趣意書
20 世紀、工業化と経済成長のおかげで、私たちは豊かな社会と長寿を享受することができま
した。いま、多くの先進国は、様々な面で成長から飽和の局面に転換し、地球温暖化、少
子高齢化などの課題に直面しつつあります。他方、新興諸国は、人口爆発が続くなかで貧
困を脱し成長と豊かな社会を実現することが課題です。これは人類全体の課題と意識される
ようになっています。
21 世紀は、単純な「量」の成長に加えて、かけがえのない地球環境を維持し、多様な要素
をもつ「質」=QOL の改善を同時に実現することが人類のテーマです。課題は多様化し、複
雑化する一方ですが、その解決をもたらす技術面でも画期的な革新が続いています。個々の
要素技術だけでなく、それらを組み合わせ、有限のモノ、カネ、エネルギーには依存しない新た
な社会モデル・ビジネスモデルを創り出す「イノベーション」が、今世紀の課題解決の鍵を握ると
考えられます。
こうした認識のもと、三菱総合研究所では、産学官市民が連携し、世界の知の集合・最適
化を目指すプラットフォームとして「未来共創イノベーションネットワーク（INCF）」を発足する
こととしました。オープンイノベーションから生まれる集合知と様々な先端技術を組み合わせ、
量・質ともに豊かさを持続できる未来社会を共創することが目標です。
皆さまのご賛同・ご参画をお願い申し上げます。

第 1．INCF のミッション
INCF は、山積する国内外の重要な社会課題に対し、イノベーションによる解決策とビジ
ネスモデルをデザインし、実践するためのプラットフォームである。
活動を通じ、豊かで持続・成長可能な社会の実現に貢献することをミッションとする。
1. インパクトの大きい社会課題をビジネスで解決することに貢献する。
2. 産学官の共創を通じ、わが国経済の活性化と産業構造の転換を促す。
3. ベンチャーの起業や活躍を応援し、イノベーション・エコシステムの実現を目指す。
■ INCF が目指す未来の社会イメージ＝100 億人が豊かに暮らせる持続可能社会
 ウェルネス： すべての人が健康で生き生きと輝く社会
 モビリティ： すべての人がクリーンで自由・安全に移動できる社会
 エネルギー・環境： すべての人がクリーンで持続可能なエネルギーを使える社会
 防災： すべての人が災害から生命を守れる社会
 水・食糧： すべての人に安心・安全な食糧が行きわたる社会
 教育： すべての人が社会に貢献する力を得られる社会
社会課題は相互に関連・影響していることも多いため、分野横断的な解決を目指す。
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第 2．INCF の運営と参加者
1. INCF は会員のネットワークを中心に運営する。
2. 会員は企業会員とアントレプレナー会員、賛助会員に区分し、企業会員は企業とベンチャ
ー企業の 2 種類とする。
3. 活動を指導・支援していただくため内外の専門家、有識者によるアドバイザリーボードを設置
する。
4. 三菱総合研究所（事務局）は、ネットワークのハブとして、会員間のコミュニケーションとコラ
ボレーションを企画・サポートし、オープンイノベーション、エコシステム実現への触媒の役割を
果たす。

第 3．ミッションを実現する活動
1. 世界の「人」と「知」を集めてネットワーク化し、社会課題解決への取組みを加速する。
2. アイデア×革新的技術×ビジネスモデルを最適に組み合わせ、オープンイノベーションを促進
する。
3. 社会的障壁を低くする取組みを推進、共創による社会実装を目指す。
イノベーションは、ある日偶然に起こるものではない。未来共創イノベーションネットワーク
（INCF）では、イノベーションを革新的な技術を用いて社会の課題解決・変革に結びつ
けるプロセス・組織的活動ととらえ、その実現を図る。

第 4．参加者で共有する INCF の理念
1. INCF は、「ミッションを共有」する会員と三菱総合研究所（事務局）がネットワークを構成
し、協力してミッション（第 1 に記載）の実現を目指す活動である。
2. 「オープンイノベーション」の理念に基づき、各参加者のアイデアと知見や技術力を組み合わ
せるプロセスから有効なイノベーション、解決策の共創を目指す。
活動の成果は貢献に応じ適切に共有または分配する。とくに、イノベーションの核となる知的
財産は、発案者の権利を厳正に保護する一方、共通ミッションの実現に向けて最大限活
用されることを目指す。
3. すべての参加者は、共有するミッション、共通ゴールの実現を優先し、「イコールパートナー」と
して協力することを行動基準とする。
継続的な活動の成果は、社会課題の解決＝社会全体の利益とともに、参加者の事業運
営にも資することが期待されるが、それ自体を活動の目的・基準とはしない。
（以上）
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未来共創イノベーションネットワーク参加規則
【企業会員A・賛助会員】
本規則は、株式会社三菱総合研究所（以下「当社」という）が企画・運営する「未来共創イノベーションネッ
トワーク」（以下「本会」という）の参加に関し、適用されるものとする。
第1条 （総則）
1.

本会は、山積する国内外の重要な社会課題に対し、イノベーションによる解決策とビジネスモデルをデザイ
ンし、実践するためのプラットフォームであり、豊かで持続・成長可能な社会の実現に貢献することを目的と
して各種活動を行う。

2.

当社は、前項及び本会設立趣意書に定める本会の設立趣旨（以下「本会目的」という）に則り本会の
企画・運営及びウェブサイトの構築・運営を行う。また、当社は会員に対して本会の活動内容の定期的な
報告を行う。

3.

当社は、本会の企画・運営に必要な助言を受けるためのアドバイザーを指名し、本会のウェブサイトに掲示
する。

4.

本規則は、第 2 条第 2 項に定める企業会員A及び賛助会員に適用する。

5.

本規則の他、会員が遵守すべき事項として当社が別途定める細則、ガイドライン等（以下「細則等」とい
う）がある場合、細則等も本規則の一部を構成する。

第2条 （会員）
1.

本規則において「会員」とは、本会の趣旨に賛同して自己に適用される規則を承諾の上参加申込の手続
きをし、入会審査を経て当社が承認し登録した個人、法人、その他団体をいう。

2.

会員は、次の各号のいずれかの種別（以下「会員種別」という）に属する。
(1) 企業会員 A
企業会員 B を除く民間企業
(2) 企業会員 B
民間のベンチャー企業（本会では、参加申込又は更新の時に資本調達額 10 億円未満かつ設
立 5 年以内の企業、その他これに準ずるものとして当社が特別に認めた企業をいう）
(3) アントレプレナー会員
起業意思を有する個人（本会では、本会が開催するビジネスアイデアコンテストへの提案・表彰実
績のある者等をいう）
(4) 賛助会員
中央省庁、地方自治体、大学、研究機関等

3.

当社は、会員に対して、第 1 項に定める会員登録承認後、会員専用ウェブサイト（以下「専用サイト」と
いう）を利用するために必要なID及びパスワードを交付する。

4.

会員は、参加申込における届出事項に変更がある場合、その都度、遅滞なくその内容を当社に通知しな
ければならない。

5.

当社及び会員は、本会に参加している会員の名称を公開することができる。
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第3条 （年会費）
1.

会員の年会費は、次の通りとする。なお、年会費は年度毎（登録時及び年度更新時）に徴収し、参加
登録日の時期にかかわらず一律とする。
(1) 企業会員 A：金 100 万円（税別）
(2) 賛助会員：無料

2.

当社は、いかなる事情であっても、いったん支払いを受けた年会費を返還しない。

第4条 （本会活動）
1.

本規則において、本会目的に則り企画・募集される会員参加型の個別の活動を「本会活動」という。

2.

本会活動の種類及び本会活動の実施のために必要な事項は、別途専用サイトに掲載する。

3.

企業会員Aは、本会活動の実施を提案することができる。

4.

当社は、本会目的のために必要な範囲で、本会活動の内容を公表することができる。

第5条 （会員外参加者）
1.

当社及び企業会員Aは、会員外の者を参加させることで本会活動を効果的に実施できると判断する場合、
次の事項を条件として、会員外の者（以下「会員外参加者」という。）を参加させることができる。
(1) 当社提案の本会活動においては、当社の承認があること
(2) 会員提案の本会活動においては、当該活動に参加するすべての会員の承認があること

2.

会員は、本会活動ごとに当社が指定する人数を上限として、自己及び子会社（会員が 100％株式を保
有する会社をいう）に属する者を参加させることができる。この場合において、子会社に属する者は会員外
参加者とみなす。

3.

会員又は当社は、会員外参加者を本会活動に参加させる場合、会員外参加者に対して本規則の定め
の他、本会において自己が負うべき義務と同等の義務を遵守させなければならないものとする。

第6条 （当社の責任範囲）
1.

本会の企画・運営に付随して、当社より提供された資料、助言等（以下「資料等」という）は、提供時
点で入手可能な情報及び経済、市場、その他の状況に基づくものではあるが、その後の状況の変化により、
資料等の内容が影響を受ける可能性があり、当社は当該資料等を修正、変更ないし補足する義務を負
わない。また、当社は、会員が資料等を利用した結果に対し法的な義務及び責任を負わない。

2.

当社は、ネットワーク機器・回線等の故障、停止、停電、保守作業、天災、戦争、暴動、内乱、テロリズ
ム、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分その他当社の支配の及ばない事由により本会又は本会
活動の全部又は一部の中断、中止、遅延が生じた場合であっても、法的な義務及び責任を負わない。

3.

会員間での直接商談、取引又は契約は、当該会員が自己の名義・計算で行うものとし、当社はなんらの
保証又は責任を負うものではない。会員は、当該商談、取引又は契約の不成立又は不履行を事由に、
当社に対しクレーム等を一切行わないものとする。

4.

前項に定める他、当社は会員間に生じた紛争の一切について責任を負わないものとする。
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第7条 （本会の存続期間）
1.

本会の存続期間は、2017 年 4 月 1 日から 2018 年 3 月 31 日までとする。なお、当社が存続期間満
了の 2 ヶ月前までに本会の終了を会員に通知した場合を除き、存続期間満了日の翌日から翌 3 月 31
日までの 1 年間自動的に更新するものとし、以後も同様とする。

2.

当社は、当社の事業上の事由、又は当社の責に帰さない事由により本会の運営が事実上困難になった
場合、会員に通知することをもって、本会を終了することができる。

第8条 （会員資格の有効期間）
会員資格の有効期間は、第 2 条第 1 項に基づく登録承認日から、退会した場合を除き、最初に到来す
る 3 月 31 日までとする。なお、前条第 1 項に基づき本会の存続期間が更新される場合で、2 月末日ま
でに第 9 条第 1 項に定める退会届の提出がない場合、会員資格も翌年 3 月 31 日まで 1 年間更新さ
れるものとし、以後も同様とする。
第9条 （退会）
1.

会員は、退会届の提出によりいつでも退会することができる。ただし、退会することにより当該会員が参加し
ている本会活動の遂行ができなくなる場合はこの限りではなく、当該活動が存続する間は退会することがで
きないものとする。

2.

当社は、会員が次の各号の一に該当する場合、当該会員に通知の上直ちに本会の会員資格を取り消し、
退会させることができる。
(1) 本規則（細則等を含む。以下同じ）に違反したとき
(2) 重大な財務状況の悪化が認められる相当の事情が生じたとき
(3) 当社に届出た情報の全部又は一部が真実と異なることが判明したとき、又は表明した事実の重要部
分が真実と異なることが判明したとき
(4) 会員が登録した情報に基づく当社と会員との連絡が 2 ヶ月間、不可能なとき
(5) 会員に重大な組織再編、株主構成の変更等があり、当社が本会の運営にあたって支障が生じると
認めたとき
(6) その他本会目的に照らし当社が本会会員としてふさわしくないと判断したとき

第10条 （本規則の変更）
当社は、本会目的に照らし、又は適用される法令の改廃等により本規則の変更が必要と認められる場合、
本規則を変更できるものとする。本規則を変更したときは、当社はすみやかに、会員に対し当該変更を通
知する。
第11条 （準拠法及び管轄裁判所）
本規則の他、本会の企画・運営は日本法に準拠するものとし、紛争解決のための第一審の専属的合意
管轄裁判所は、東京地方裁判所とする。
（以上）
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本規則は、2017 年 3 月 1 日現在のものである。
2017 年 3 月 1 日制定
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未来共創イノベーションネットワーク参加細則
【企業会員A・賛助会員】
本細則は、「未来共創イノベーションネットワーク参加規則【企業会員A・賛助会員】」（以下「本規則」とい
う）の細則として、すべての企業会員A及び賛助会員に適用されるものとする。
1. 総則
1.1. 総則
(1) 本細則は、すべての企業会員A及び賛助会員が遵守しなければならない事項を定めることを目的と
する。
(2) 本細則で用いられる用語は、本細則で別途定義される場合及び文脈上別の解釈を要する場合を
除き、本規則において定義された意味を有する。
(3) 当社は、企業会員B及びアントレプレナー会員に対し、本細則と同等以上の定めを遵守させるものと
する。
2.

情報の取扱い
2.1. ユーザーID及びパスワード
(1) 会員は、自己の責任において専用サイトを利用するために必要なID及びパスワードを管理しなければ
ならない。
(2) 会員は、ID及びパスワードを第三者（他の会員も含む。以下同じ）に開示、貸与、譲渡してはなら
ない。
(3) 会員は、ID及びパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者による不正使用等に起因する損
害につき自ら責任を負わなければならない。
(4) 会員は、ID及びパスワードの紛失、盗難あるいは第三者による不正使用等が判明した場合、直ちに
当社に届け出て、その指示に従わなければならない。
2.2. 秘密保持義務
(1) 本細則において「秘密情報」とは、次の各号に該当する一切の情報をいう。
① 本会を通じて当社又は会員から秘密と記載の上開示される情報
② 前号のほか、本会を通じて会員のみが知り得る情報
(2) 本細則において、「開示者」とは、自己が保有する秘密情報を開示する当事者をいい、「被開示者」
とは、秘密情報を知得する当事者をいう。なお、前項第②号に該当する秘密情報は、会員固有の
情報を除き当社をその開示者とみなす。
(3) 第(1)項の定めにかかわらず、秘密情報には次の各号の一に該当するものを含まない。
① 被開示者が知得したとき既に公知であったもの
② 被開示者が知得後、被開示者の責に帰せざる事由により公知になったことを証明したもの
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③ 被開示者が、知得したときに被開示者が既に知っていたことを証明したもの（被開示者が独自
に開発したもの、第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手したもの等）
④ 被開示者が知得後、被開示者が第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手したこと
を証明したもの
(4) 被開示者は、開示者の事前の書面による承諾なしに秘密情報を第三者に開示又は漏えいしてはな
らない。ただし、被開示者は、本会のアドバイザー及び会員外参加者に対して、被開示者が負うべき
義務と同等の義務を課すことにより秘密情報を開示することができる。
(5) 前項の定めにかかわらず、被開示者は、行政当局、司法機関その他の公的機関、金融商品取引
所等から、法令（金融商品取引所の定める規則も含む）上の権限に基づき開示請求があった場
合、当該秘密情報を開示することができる。この場合において、被開示者は、可能な範囲で事前に
開示者への通知を行わなければならない。
(6) 被開示者は、本会の存続期間満了又は終了の後ただちに、秘密情報（複製を含む）若しくは委
託又は提供を受けた個人情報に関する全ての資料を開示者の指示により返却、消去又は廃棄しな
ければならない。ただし、当社は、会員が当社に届け出た情報（以下「会員情報」といい、個人情報
を含む）を会員の退会又は本会の終了後も 1 年間保有することができる。
(7) 本条の定めは、本会の存続期間満了又は終了後も有効とする。
2.3. 個人情報の保護義務
(1) 当社及び会員は、相手方の保有する個人情報の委託又は提供を受ける場合、「個人情報の保護
に関する法律」（平成 15 年法第 57 号、その後の改正を含む。以下同じ）、これに関連する法令
及びガイドラインを遵守し、当該個人情報を保護しなければならない。なお、本細則において「個人情
報」とは、個人情報保護法第 2 条第 1 項記載の意味を有する。
(2) 当社は、当社のサービスや商品、企画・提案、ソリューション等を会員に案内する場合に会員情報を
利用できる。
(3) 当社における個人情報の取扱いは、当社「個人情報保護方針」及び「個人情報のお取扱いについ
て」に従って行う。
(4) 個人情報の開示者は、当該個人情報の取得、使用等につき「個人情報の保護に関する法律」、こ
れに関連する法令及びガイドラインを遵守しなければならない。
(5) 本条の取扱いは、もっぱら日本国内における個人情報の取得、使用等を前提とするものであり、その
他の場合には、個別にその取扱いを決定する。
3.

知的財産等
3.1. 著作権
(1) 本会における著作権に関する取扱いは、別段の定め（著作権に関して当社の定める方針及び本会
活動ごとの定めを含むが、これに限られない）がない限り、次に定めるとおりとする。
① 当社が本会の運営を行うにあたり新たに作成した著作物及び従前より有している著作物（以
下「当社著作物」という）の著作権は当社に帰属するが、当社は、会員自身に限り、その使用
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を許諾する。なお、会員が当社著作物（複製し、又は翻訳、翻案等したものを含む）を公表
する場合、事前に当社の承諾を得なければならない。
② 会員が参加に際し新たに作成した著作物及び従前より有する著作物（以下「会員著作物」と
いう）の著作権は、当該会員に帰属するが、当該会員が許諾する範囲内において、当社及び
他の会員はこれを利用することができる。
③ 当社・会員間又は会員間において共同で本会参加にあたり新たに作成した著作物の著作権
は、当該創作者間での共有とし、特段の合意がない限りその持ち分は均等とするが、当該創作
者が許諾する範囲内において、当社及び他の会員はこれを利用することができる。
④ 前三号に定める著作物中に第三者の著作物が含まれている場合、当該著作物の作成者は、
当社及び他の会員による使用に支障がないよう必要な措置を取る。
(2) 本条の定めは、本会の存続期間満了又は終了後も有効とする。
3.2. 知的財産権等
(1) 本会活動に際して新たに生じた発明、考案、意匠、アイディア、ノウハウ等（以下「発明等」という）
に係る権利（これらを受ける権利を含み、著作権は除く。以下「知的財産権等」という）の取扱い
は、別段の定め（知的財産権等に関して当社の定める方針及び本会活動ごとの定めを含むが、こ
れに限られない）がない限り、次に定めるとおりとする。
① 発明等に係る知的財産権等は、原則として当該発明等を創作した者に帰属する。他の会員が
当該知的財産権の利用を求めた場合、その利用の許諾実施料及び利用実施の方法等は、
本会目的に沿うよう当事者間で協議して定める。
② 発明等が共同の創作にかかる場合は創作者間での共有とし、特段の合意がない限りその持分
は均等とする。出願費用は共有者の各持分に応じた負担とし、その他手続は、都度共有者間
で協議して定める。また、知的財産権等につき第三者に対し実施権を許諾し、持分を譲渡し
若しくは質権等を設定しようとするときは、その都度他の共有者の書面による事前の承諾を得な
ければならない。
(2) 会員は、本会で使用されている名称・マーク等に類する商標を出願する場合、事前に当社に通知
し、権利の持分等につき協議して定める。
(3) 本条の定めは、本会の存続期間満了又は終了後も有効とする。
4.

その他
4.1. 会員間の接触
会員は、本会において他の会員から接触を受けた場合、誠意をもって対応しなければならない。ただ
し、当該接触の目的が本会目的に即さない内容のときはこの限りではない。
4.2. 反社会的勢力
(1) 当社及び会員は、相手方に対し、次の各号に該当しないことを表明保証し、将来にわたり該当しな
いことを誓約する。
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① 自ら並びにその親会社、子会社、関連会社、役員及び重要な従業員が、暴力団、暴力団員、
暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、
特殊知能暴力集団その他これらに準ずるもの（以下総称して「反社会的勢力」という）である
こと
② 自ら並びにその親会社、子会社、関連会社、役員及び重要な従業員が反社会的勢力と社会
的に非難されるべき関係を有すること
③ 前二号に該当しなくなったときから 5 年を経過していないこと
④ 自ら又は第三者を利用して、当社又は他の会員に対し、次に掲げる行為又はこれに準ずる行
為を行うこと
(a) 暴力的な要求行為
(b) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(c) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(d) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は相手方の
業務を妨害する行為
(2) 当社は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、会員に催告することなく直ちに本会の会員資
格を取り消し、退会させることができる。
① 前項に違反したとき
② 前項に違反している懸念が生じ、会員として適当でないと当社が判断したとき
4.3. 不正な利益供与等の禁止
(1) 会員は、本会の活動に関し、国内外を問わず、何人に対しても、自ら又は第三者を通じて、営業上
の不正の利益を得る目的で、金銭、接待、贈答その他名目を問わず、何らかの利益を供与し、又は
その約束若しくは申込み等をしていないことを表明保証し、将来にわたりしないことを誓約する。
(2) 当社は、会員が前項の定めに違反した場合、会員に催告をすることなく直ちに本会の会員資格を取
り消し、退会させることができる。
4.4. その他の義務
(1) 会員は、他の条項で禁止する行為のほか、次の各号のいずれかに該当する又は該当するおそれのあ
る行為を行ってはならない。
① 本会に参加している事実を悪用する行為
② 当社又は他の会員の名誉、信用を傷付けるような行為
③ 本会の運営を妨げる行為
④ 当社の事前の承諾なく、営業、宣伝、広告、勧誘、その他本会目的と異なる目的で本会を利
用する行為
⑤ 前各号の行為を援助又は助長する行為
⑥ 前各号のほか、当社が不適切と判断する行為
(2) 会員は、会員外参加者を本会活動に参加させる場合、会員外参加者に対して本細則に定める自
己が負うべき義務と同等の義務を遵守させなければならず、当該会員外参加者の行為について当
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社及び他の会員に対し一切の責任を負うものとする。
4.5. 本細則の効力
(1) 本細則は、本会が存続する間有効とする。
(2) 本細則の定めは、本規則又は本細則に基づき本会より退会し、又は会員資格が取り消された場合
であっても、会員であった者に適用されるものとする。
4.6. 本細則の変更
当社は、本会目的に照らし、又は適用される法令の改廃等により本細則の変更が必要と認められる
場合、本細則を変更できるものとする。本細則を変更したときは、当社はすみやかに、会員に対し当
該変更を通知する。
4.7. 準拠法及び管轄裁判所
本細則は日本法に準拠するものとし、本細則に関する紛争解決のための専属的第一審管轄裁判
所は、東京地方裁判所とする。
（以上）
本細則は、2017 年 3 月 1 日現在のものである。
2017 年 3 月 1 日制定
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未来共創イノベーションネットワーク参加規則
【企業会員 B・アントレプレナー会員】
本規則は、株式会社三菱総合研究所（以下「当社」という）が企画・運営する「未来共創イノベーションネッ
トワーク」（以下「本会」という）の参加に関し、適用されるものとする。
第1条 （総則）
1.

本会は、山積する国内外の重要な社会課題に対し、イノベーションによる解決策とビジネスモデルをデザイ
ンし、実践するためのプラットフォームであり、豊かで持続・成長可能な社会の実現に貢献することを目的と
して各種活動を行う。

2.

当社は、前項及び本会設立趣意書に定める本会の設立趣旨（以下「本会目的」という）に則り本会の
企画・運営及びウェブサイトの構築・運営を行う。また、当社は会員に対して本会の活動内容の定期的な
報告を行う。

3.

当社は、本会の企画・運営に必要な助言を受けるためのアドバイザーを指名し、本会のウェブサイトに掲示
する。なお、会員は、本会に関連してアドバイザーにコンタクトをとる場合、事前に当社の承諾を得なければ
ならない。

4.

本規則は、第 2 条第 2 項に定める企業会員B及びアントレプレナー会員に適用する。

5.

本規則の他、会員が遵守すべき事項として当社が別途定める細則、ガイドライン等（以下「細則等」とい
う）がある場合、細則等も本規則の一部を構成する。

第2条 （会員）
1.

本規則において「会員」とは、本会の趣旨に賛同して自己に適用される規則を承諾の上参加申込の手続
きをし、入会審査を経て当社が承認し登録した個人、法人、その他団体をいう。

2.

会員は、次の各号のいずれかの種別（以下「会員種別」という）に属する。
(1) 企業会員 A
企業会員 B を除く民間企業
(2) 企業会員 B
民間のベンチャー企業（本会では、参加申込又は更新の時に資本調達額 10 億円未満かつ設
立 5 年以内の企業、その他これに準ずるものとして当社が特別に認めた企業をいう）
(3) アントレプレナー会員
起業意思を有する個人（本会では、本会が開催するビジネスアイデアコンテストへの提案・表彰
実績のある者等をいう）
(4) 賛助会員
中央省庁、地方自治体、大学、研究機関等

3.

当社は、会員（アントレプレナー会員を除く）に対して、第 1 項に定める会員登録承認後、会員専用ウ
ェブサイト（以下「専用サイト」という）を利用するために必要なID及びパスワードを交付する。

4.

会員は、参加申込における届出事項に変更がある場合、その都度、遅滞なくその内容を当社に通知しな
ければならない。
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5.

当社及び会員は、本会に参加している会員の名称を公開することができる。

第3条 （ユーザーID及びパスワード）
1.

会員（アントレプレナー会員を除く。以下本条において同じ）は、自己の責任において第 2 条第 3 項に
基づき交付されたID及びパスワードを管理しなければならない。

2.

会員は、ID及びパスワードを第三者（他の会員も含む。以下同じ）に開示、貸与、譲渡してはならない。

3.

会員は、ID及びパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者による不正使用等に起因する損害に
つき自ら責任を負わなければならない。

4.

会員は、ID及びパスワードの紛失、盗難あるいは第三者による不正使用等が判明した場合、直ちに当社
に届け出て、その指示に従わなければならない。

第4条 （年会費）
会員の年会費は、次の通りとする。
(1) 企業会員 B：無料
(2) アントレプレナー会員：無料
第5条 （本会活動）
1． 本規則において、本会目的に則り企画・募集される会員参加型の個別の活動を「本会活動」という。
2． 本会活動の種類及び本会活動の実施のために必要な事項は、別途専用サイトに掲載する他、アントレプ
レナー会員に対しては個別に電子メールにて通知する。
3． 本会活動への参加にあたり必要な費用は、特段の定めがない限り本会活動の参加者が各々負担する。
4． 当社は、本会目的のために必要な範囲で、本会活動の内容を公表することができる。
第6条 （会員外参加者）
1.

当社及び企業会員Aは、会員外の者を参加させることで本会活動を効果的に実施できると判断する場合、
次の事項を条件として、会員外の者（以下「会員外参加者」という。）を参加させることができる。
(1) 当社提案の本会活動においては、当社の承認があること
(2) 会員提案の本会活動においては、当該活動に参加するすべての会員の承認があること

2.

会員は、本会活動ごとに当社が指定する人数を上限として、自己及び子会社（会員が 100％株式を保
有する会社をいう）に属する者を参加させることができる。この場合において、子会社に属する者は会員外
参加者とみなす。

3.

会員は、会員外参加者を本会活動に参加させる場合、会員外参加者に対して本規則に定める自己が
負うべき義務と同等の義務を遵守させなければならず、当該会員外参加者の行為について当社及び会
員に対し一切の責任を負うものとする。

第7条 （会員間の接触）
会員は、本会において他の会員から接触を受けた場合、誠意をもって対応しなければならない。ただし、当
該接触の目的が本会目的に即さない内容のときはこの限りではない。
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第8条 （著作権）
1.

本会における著作権に関する取扱いは、別段の定め（著作権に関して当社の定める方針及び本会活動
ごとの定めを含むが、これに限られない）がない限り、次に定めるとおりとする。
(1) 当社が本会の運営を行うにあたり新たに作成した著作物及び従前より有している著作物（以下
「当社著作物」という）の著作権は当社に帰属するが、当社は、会員自身に限り、その使用を許諾
する。なお、会員が当社著作物（複製し、又は翻訳、翻案等したものを含む）を公表する場合、
事前に当社の承諾を得なければならない。
(2) 会員が参加に際し新たに作成した著作物及び従前より有する著作物（以下「会員著作物」という）
の著作権は、当該会員に帰属するが、当該会員が許諾する範囲内において、当社及び他の会員
はこれを利用することができる。
(3) 当社・会員間又は会員間において共同で本会参加にあたり新たに作成した著作物の著作権は、当
該創作者間での共有とし、特段の合意がない限りその持ち分は均等とするが、当該創作者が許諾
する範囲内において、当社及び他の会員はこれを利用することができる。
(4) 前三号に定める著作物中に第三者の著作物が含まれている場合、当該著作物の作成者は、当社
及び他の会員による使用に支障がないよう必要な措置を取る。

2.

本条の定めは、本会の存続期間満了又は終了後も有効とする。

第9条 （知的財産権等）
1.

本会活動に際して新たに生じた発明、考案、意匠、アイディア、ノウハウ等（以下「発明等」という）に係
る権利（これらを受ける権利を含み、著作権は除く。以下「知的財産権等」という）の取扱いは、別段の
定め（知的財産権等に関して当社の定める方針及び本会活動ごとの定めを含むが、これに限られない）
がない限り、次に定めるとおりとする。
(1) 発明等に係る知的財産権等は、原則として当該発明等を創作した者に帰属する。他の会員が当
該知的財産権の利用を求めた場合、その利用の許諾実施料及び利用実施の方法等は、本会目
的に沿うよう当事者間で協議して定める。
(2) 発明等が共同の創作にかかる場合は創作者間での共有とし、特段の合意がない限りその持分は均
等とする。出願費用は共有者の各持分に応じた負担とし、その他手続は、都度共有者間で協議し
て定める。また、知的財産権等につき第三者に対し実施権を許諾し、持分を譲渡し若しくは質権等
を設定しようとするときは、その都度他の共有者の書面による事前の承諾を得なければならない。

2.

会員は、本会で使用されている名称・マーク等に類する商標を出願する場合、事前に当社に通知し、権
利の持分等につき協議して定める。

3.

本条の定めは、本会の存続期間満了又は終了後も有効とする。

第10条 （秘密保持義務）
1.

本規則において「秘密情報」とは、次の各号に該当する一切の情報をいう。
(1) 本会を通じて当社又は会員から秘密と記載の上開示される情報
(2) 前号のほか、本会を通じて会員のみが知り得る情報

2.

本規則において、「開示者」とは、自己が保有する秘密情報を開示する当事者をいい、「被開示者」とは、
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秘密情報を知得する当事者をいう。なお、前項第 2 号に該当する秘密情報は、会員固有の情報を除き
当社をその開示者とみなす。
3.

第 1 項の定めにかかわらず、秘密情報には次の各号の一に該当するものを含まない。
(1) 被開示者が知得したとき既に公知であったもの
(2) 被開示者が知得後、被開示者の責に帰せざる事由により公知になったことを証明したもの
(3) 被開示者が、知得したときに被開示者が既に知っていたことを証明したもの（被開示者が独自に開
発したもの、第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手したもの等）
(4) 被開示者が知得後、被開示者が第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手したことを証
明したもの

4.

被開示者は、開示者の事前の書面による承諾なしに秘密情報を第三者に開示又は漏えいしてはならな
い。ただし、被開示者は、本会のアドバイザー及び会員外参加者に対して、被開示者が負うべき義務と同
等の義務を課すことにより秘密情報を開示することができる。

5.

前項の定めにかかわらず、被開示者は、行政当局、司法機関その他の公的機関、金融商品取引所等か
ら、法令（金融商品取引所の定める規則も含む）上の権限に基づき開示請求があった場合、当該秘
密情報を開示することができる。この場合において、被開示者は、可能な範囲で事前に開示者への通知
を行わなければならない。

6.

被開示者は、本会の存続期間満了又は終了の後ただちに、秘密情報（複製を含む）若しくは委託又
は提供を受けた個人情報に関する全ての資料を開示者の指示により返却、消去又は廃棄しなければなら
ない。ただし、当社は、会員が当社に届け出た情報（以下「会員情報」といい、個人情報を含む）を会
員の退会又は本会の終了後も 1 年間保有することができる。

7.

本条の定めは、本会の存続期間満了又は終了後も有効とする。

第11条 （個人情報の保護義務）
1.

当社及び会員は、相手方の保有する個人情報の委託又は提供を受ける場合、「個人情報の保護に関
する法律」（平成 15 年法第 57 号、その後の改正を含む。以下同じ）、これに関連する法令及びガイド
ラインを遵守し、当該個人情報を保護しなければならない。なお、本規則において「個人情報」とは、個人
情報保護法第 2 条第 1 項記載の意味を有する。

2.

当社は、当社のサービスや商品、企画・提案、ソリューション等を会員に案内する場合に会員情報を利用
できる。

3.

当社における個人情報の取扱いは、当社「個人情報保護方針」及び「個人情報のお取扱いについて」に
従って行う。

4.

個人情報の開示者は、当該個人情報の取得、使用等につき「個人情報の保護に関する法律」、これに
関連する法令及びガイドラインを遵守しなければならない。

5.

本条の取扱いは、もっぱら日本国内における個人情報の取得、使用等を前提とするものであり、その他の
場合には、個別にその取扱いを決定する。

第12条 （禁止行為）
会員は、本規則の他の条項で禁止する行為のほか、次の各号のいずれかに該当する又は該当するおそれ
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のある行為を行ってはならない。
(1) 本会に参加している事実を悪用する行為
(2) 当社又は他の会員の名誉、信用を傷付けるような行為
(3) 公序良俗に反する行為又は法令若しくは条例に違反する行為
(4) 当社に虚偽の内容を申告する行為
(5) ID、パスワード及びメールアドレスを含む他の会員に関する情報を不正に収集、開示又は提供する
行為
(6) 本会で使用されるネットワーク又はシステム等に不正にアクセスする行為
(7) 本会で使用されるネットワーク又はシステム等の正常な動作を妨げるような不正行為、過度に負担
をかける行為その他本会の運営を妨げる行為
(8) 当社又は第三者になりすます行為
(9) 本会で利用しているソフトウェアに対する逆コンパイル、リバースエンジニアリング等当該ソフトウェアを
解析する行為及び当該ソフトウェアの派生物を作成する行為
(10) 当社の事前の承諾なく、営業、宣伝、広告、勧誘、その他本会目的と異なる目的で本会を利用す
る行為
(11) 前各号の行為を援助又は助長する行為
(12) 前各号のほか、当社が不適切と判断する行為
第13条 （第三者への損害賠償責任）
1.

本会の運営に関し、当社が違法行為又は第三者の権利を侵害したことにより第三者に損害を発生させた
場合、当社の責に帰すべき事由により生じたものについては当社がその責任において解決するものとする。

2.

前項の定めにかかわらず、当社の違法行為又は第三者の権利の侵害が、会員の指示を原因として生じた
場合又は会員の責に帰すべき事由により発生した場合には、当該会員がその責任において一切を処理し
なければならない。

第14条 （当社の責任範囲）
1.

本会の企画・運営に付随して、当社より提供された資料、助言等（以下「資料等」という）は、提供時
点で入手可能な情報及び経済、市場、その他の状況に基づくものではあるが、その後の状況の変化により、
資料等の内容が影響を受ける可能性があり、当社は当該資料等を修正、変更ないし補足する義務を負
わない。また、当社は、会員が資料等を利用した結果に対し法的な義務及び責任を負わない。

2.

当社は、ネットワーク機器・回線等の故障、停止、停電、保守作業、天災、戦争、暴動、内乱、テロリズ
ム、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分その他当社の支配の及ばない事由により本会又は本会
活動の全部又は一部の中断、中止、遅延が生じた場合であっても、法的な義務及び責任を負わない。

3.

会員間での直接商談、取引又は契約は、当該会員が自己の名義・計算で行うものとし、当社はなんらの
保証又は責任を負うものではない。会員は、当該商談、取引又は契約の不成立又は不履行を事由に、
当社に対しクレーム等を一切行わないものとする。

4.

前項に定める他、当社は会員間に生じた紛争の一切について責任を負わないものとする。
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第15条 （本会の存続期間）
1.

本会の存続期間は、2017 年 4 月 1 日から 2018 年 3 月 31 日までとする。なお、当社が存続期間満
了の 2 ヶ月前までに本会の終了を会員に通知した場合を除き、存続期間満了日の翌日から翌 3 月 31
日までの 1 年間自動的に更新するものとし、以後も同様とする。

2.

当社は、当社の事業上の事由、又は当社の責に帰さない事由により本会の運営が事実上困難になった
場合、会員に通知することをもって、本会を終了することができる。

第16条 （会員の有効期間）
会員資格の有効期間は、第 2 条第 1 項に基づく登録承認日から、退会した場合を除き、最初に到来す
る 3 月 31 日までとする。なお、前条第 1 項に基づき本会の存続期間が更新される場合で、2 月末日ま
でに第 17 条第 1 項に定める退会届の提出がない場合、会員資格も翌年 3 月 31 日まで 1 年間更新
されるものとし、以後も同様とする。ただし、いずれの会員種別の要件も満たさなくなった場合又は自らの属
するべき会員種別が変更となる場合には、会員資格は更新されないものとする。
第17条 （退会）
1.

会員は、退会届の提出によりいつでも退会することができる。ただし、退会することにより当該会員が参加し
ている本会活動の遂行ができなくなる場合はこの限りではなく、当該活動が存続する間は退会することがで
きないものとする。

2.

当社は、会員が次の各号の一に該当する場合、当該会員に通知の上直ちに本会の会員資格を取り消し、
退会させることができる。
(1) 本規則に違反したとき
(2) 重大な財務状況の悪化が認められる相当の事情が生じたとき
(3) 当社に届出た情報の全部又は一部が真実と異なることが判明したとき、又は表明した事実の重要
部分が真実と異なることが判明したとき
(4) 会員が登録した情報に基づく当社と会員との連絡が 2 ヶ月間、不可能なとき
(5) 会員に重大な組織再編、株主構成の変更等があり、当社が本会の運営にあたって支障が生じると
認めたとき
(6) その他本会目的に照らし当社が本会会員としてふさわしくないと判断したとき

3.

本規則第 3 条、第 6 条第 3 項、第 8 条から第 14 条、第 17 条第 3 項及び第 21 条、並びに細則等
の定めは、前条又は前二項の定めにより本会の会員ではなくなった場合でも、会員であった者に適用され
る。

第18条 （反社会的勢力）
1.

当社又は会員は、当社に対し、次の各号に該当しないことを表明保証し、将来にわたり該当しないことを
誓約する。
(1) 自ら並びにその親会社、子会社、関連会社、役員及び重要な従業員が、暴力団、暴力団員、暴
力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知
能暴力集団その他これらに準ずるもの（以下総称して「反社会的勢力」という）であること
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(2) 自ら並びにその親会社、子会社、関連会社、役員及び重要な従業員が反社会的勢力と社会的に
非難されるべき関係を有すること
(3) 前二号に該当しなくなったときから 5 年を経過していないこと
(4) 自ら又は第三者を利用して、当社又は他の会員に対し、次に掲げる行為又はこれに準ずる行為を
行うこと
(a) 暴力的な要求行為
(b) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(c) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(d) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務
を妨害する行為
2.

当社は、会員が前項に違反している懸念が生じた場合、随時調査を実施し、会員に対して調査への協
力及び資料の提出を求めることができる。この場合において、会員は、調査に合理的な範囲で協力し、そ
の範囲内で要請を受けた資料を提出しなければならない。

3.

会員は、第 1 項に違反した場合、直ちに当社に通知しなければならない。

4.

当社は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、会員に催告することなく直ちに本会の会員資格を
取り消し、退会させることができる。
(1) 第 1 項に違反したとき
(2) 第 1 項に違反している懸念が生じ、会員として適当でないと当社が判断したとき

第19条 （不正な利益供与等の禁止）
1.

会員は、本会の活動に関し、国内外を問わず、何人に対しても、自ら又は第三者を通じて、営業上の不
正の利益を得る目的で、金銭、接待、贈答その他名目を問わず、何らかの利益を供与し、又はその約束
若しくは申込み等をしていないことを表明保証し、将来にわたりしないことを誓約する。

2.

当社は、会員が前項の定めに違反した場合、会員に催告をすることなく直ちに本会の会員資格を取り消
し、退会させることができる。

3.

前条第 2 項及び第 3 項の規定は、本条について準用する。

第20条 （本規則の変更）
当社は、本会目的に照らし、又は適用される法令の改廃等により本規則の変更が必要と認められる場合、
本規則を変更できるものとする。本規則を変更したときは、当社はすみやかに、会員に対し当該変更を通
知する。
第21条 （準拠法及び管轄裁判所）
本規則の他、本会の企画・運営は日本法に準拠するものとし、紛争解決のための第一審の専属的合意
管轄裁判所は、東京地方裁判所とする。
（以上）
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本規則は、2017 年 12 月 25 日現在のものである。
2017 年 3 月 1 日制定
2017 年 12 月 25 日改定
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INCF 知的財産の取扱いに係る指針
1.

基本理念
1.1. INCF（以下「本会」という）は、本会の設立趣意書に則り、「オープンイノベーション」の理念に基づき、
各参加者のアイデアと知見や技術力を組み合わせるプロセスから有効なイノベーション等、解決策の共
創（以下「共通ミッション」という）を目指す。
1.2. 本会活動（INCF 参加規則に定める定義による。以下同様とする）の成果（以下「活動成果」という）
は、本会活動に参加する者（以下「活動参加者」という）の貢献に応じ適切に共有または分配する。
特に、イノベーションの核となる知的財産は、発案者の権利を厳正に保護する一方、共通ミッションの実
現に向けて最大限活用されることを目指す。

2.

定義
2.1. 本指針における用語の定義は、以下各号に定めるとおりとする。
(1) 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
(a) 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、及びこれら各権利の登録を受ける権利、並びに外国におけるこれら各権利に
相当する権利
(b) 著作権法に規定する著作物の著作権、並びに外国における当該著作権に相当する権利
(c) 保有者により秘密として管理される有用な技術情報であって、不正競争防止法第 2 条第 6 項
で保護されるもの（以下「ノウハウ」という）に関する権利
(2) 「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、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについては創作、商標権の対象となる
ものについては商標、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) 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 5 項に定める行
為、著作権法に定める著作物の利用行為並びにノウハウの使用をいう。

3.

実施許諾
3.1. 活動参加者は、本会活動への参加にあたり、本指針第 1 のとおり、活動成果が共通ミッション実現のた
めに広く利用される可能性を考慮にいれなければならない。
3.2. 活動参加者は、本会活動において生じた発明等に係る知的財産権について、防衛のためではなく、積
極的に活用されるよう努める。
3.3. 活動参加者は、自らが実施許諾する権利を有する（単独・共有を問わない）知的財産権について、
共通ミッションの実現のために実施する必要がある場合、実施を希望する者に対し、当該知的財産権
の存在の開示及び合理的かつ非差別な条件での実施許諾を惜しまないものとする。
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4.

知的財産権の共有
4.1. 本会活動において生じた発明等に係る知的財産権の共有にあたっては、原則として次の方針に従って
誠実に協議を行い、その実施条件、持分、登録を受けるために必要な費用負担等を定める契約を別
途締結する。
(1) 活動参加者は、内部規則を定める等の方法により適法に、自らが知的財産権を原始取得し、又は
自己に属する者から知的財産権の承継を受ける
(2) 発明等に対する活動参加者の寄与度に応じ公平に取り扱う
(3) 知的財産権の活用に関し、本指針に定めるとおり、活動参加者の意向を尊重しながらも最大限活
用されることを目指す

5.

ノウハウ
5.1. 本会活動を通じ、ノウハウとして管理すべきものが生じた場合、活動参加者間で協議の上書面等により
特定し、使用条件、秘匿すべき期間その他必要な事項を合意する。
5.2. 活動参加者は、前項において合意した使用条件に基づく場合を除き、本会活動に参加することで知り
得たノウハウを、当該ノウハウに係る知的財産権を有する者からの書面による承諾なく、第三者に開示、
漏洩、又は自らの事業のために使用してはならない。

6.

公表
6.1. 本会の事務局（本会の企画・運営を行う株式会社三菱総合研究所をさし、以下同様とする）及び
会員は、活動成果に含まれる発明等に係る情報について、本会活動の終了から 6 ヶ月間（ノウハウに
ついては秘匿すべき期間）公表してはならない。ただし、事務局は、活動成果の活用のために必要な
場合、活動参加者の同意を得たうえで、公表の時期を早めることができる。
6.2. 会員が活動成果を公表する場合、事前に公表の時期、内容、態様について事務局及び他の活動参
加者の承認を得なければならない。また、公表の内容には本会活動による成果であることを明記しなけ
ればならない。

7.

脱退
7.1. 本会活動の途中で、本会活動から離脱し又は会員でなくなった場合、当該会員（会員であったものを
含み、以下「脱退者」という）は、本会活動において知り得た情報を、他の活動参加者の同意なくして
自らの事業のために使用してはならない。また、脱退者は、参加していた本会活動の活動成果に係る知
的財産権を放棄したものとみなす。
7.2. 本指針第３、第 5、第 6 及び第 7 の定めは、脱退者となった後も従わなければならない。

8.

本指針の変更
8.1. 事務局は、本会の目的に照らし、又は適用される法令の改廃等により本指針の変更が必要と認められ
る場合、本指針を変更できるものとする。本指針を変更したときは、事務局はすみやかに、会員に対し
当該変更を通知する。
（以上）
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