
上智大学 知的財産ポリシー

2013 年（平成 25 年）11 月 1 日制定

上智大学は、｢産官学連携ポリシー｣に基づき、研究成果を社会に積極的に還元して、

社会の福祉と発展に貢献することを方針の一つとして掲げています。その方針に合わ

せて、知的財産においては、その創出、保護、活用という知的財産創造サイクルを円

滑に循環させることが必要と考え、その基本的な考え方として、ここに「上智大学知

的財産ポリシー」を定めます。

1．知的財産の創出

1) 上智大学は、人材の育成および研究環境の整備・充実等において、積極的な方

策を講じて、知的財産の創出を推進していきます。

2) 上智大学は、知的財産の重要性についての認識向上のために、継続的に啓発活

動を行っていきます。

3) 上智大学は、産官学の連携を図ることによって研究活動を活性化させ、知的財

産を創出すべく努めていきます。

2．知的財産の保護

1) 上智大学は、職務発明となる知的財産を適切に評価・承継し、権利化すること

によって、産業界等において効率的な活用を図るとともに、権利の保護を適切

に行っていきます。

2) 上智大学は、発明者等に対し、褒賞及び実施料等について適切な取扱を行い、

知的財産創造サイクルに資する形で還元していきます。

3) 上智大学は、承継された知的財産を、適切に管理し、定期的にその財産的価値

を見直ししていきます。

3．知的財産の活用

1) 上智大学は、知的財産が産業界等で効率的に活用されるように、積極的に技術

移転を図っていきます。

2) 上智大学は、知的財産を公開し、持続的に広く社会貢献できるよう、情報発信

をしていきます。

3) 上智大学は、共同研究、技術移転等で得られた成果を学内研究環境の改善や研

究資金等の資源とすることで、新たな知的財産の創出に繋げていきます。

以 上



Sophia University Intellectual Property Policy

Inaugurated November 1, 2013

Under Sophia University’s "Industry-Government-Academic (IGA) Collaboration Policy,"

one of our goals is to channel our research results to the betterment of society. In line with that

policy, we believe it is crucial to create a policy to ensure the smooth operation of the creation,

protection, and use of intellectual property. The "Sophia University Intellectual Property

Policy" is defined as follows.

1. Creation of Intellectual Property

1) We will promote the creation of intellectual property by taking positive measures to

foster the development of human resources and the enrichment of the research

environment.

2) We will promote awareness activities to raise awareness about the importance of

intellectual property.

3) We will stimulate research activities through IGA collaborations, and commit to the

creation of intellectual property.

2. Protection of Intellectual Property

1) We will evaluate, inherit, and acquire the rights to intellectual property originating from

the inventions of corporate employees in the Sophia Corporation. By doing so, we will

take measures to use intellectual property effectively in the industrial sector and protect

the rights.

2) We will handle rewards and license fees, etc. for inventors in order to foster an

intellectual property creation cycle.

3) We will manage inherited intellectual property and periodically reevaluate its value.

3. Use of Intellectual Property

1) In order to put intellectual property to its effective use in industry, we will take

measures for the transfer of technology to industrial use.

2) We will make intellectual property accessible to the public in order to contribute to

society at large.

3) We will make use of results from collaborative research, technology transfer, etc., by

transforming them into resources to improve the research environment and increase

research funds. This, in turn, will lead to the creation of new intellectual property.


