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様 式 

 

（経理事務様式） 

経理様式 1-1  「導入試験費概算請求書」 

経理様式 1-2  「支払計画書」 

経理様式 1-3  「導入試験費概算請求内訳書」 

経理様式 2-1  「導入試験費支出状況内訳書」 

経理様式 2-2  「導入試験費支出状況表」 

経理様式 2-3  「導入試験費支出明細表」 

経理様式 2-4  「導入試験費支出報告書」 

経理様式 3    「導入試験費実績報告書」 

経理様式 4    「補助簿」 

経理様式 5    「一般管理費収支簿」 

経理様式 6-1  「有形固定資産取得報告書」 

経理様式 6-2  「無形固定資産取得報告書」 

経理様式 7   「取得物品移動申請書」 

経理様式 8    「返還連絡書」 

経理様式 9    「繰越報告書」 

経理様式 10   「作業日誌」 

経理様式 11   「人件費精算書」 

 

 

     （課題管理様式）※課題管理の事務処理説明書をご覧ください。 

計画様式 1  「開発実施計画書」 

         ※導入試験計画を含みます。 

計画様式 3  「開発管理責任者選任届」 

計画様式 4  「開発組織図」 

計画様式 5  「海外旅費発生理由書」 

計画様式 6  「導入試験実施計画変更申請書」 

計画様式 7  「再委託届」 

計画様式 8  「外注費及び再委託費の５０％以上申請書」 

計画様式 9-1 「開発管理責任者変更届」 

計画様式 9-2 「開発組織変更届」 

計画様式 9-3 「開発実施場所変更届」 

（※計画様式 2 は欠番） 

 



 

報告様式 1  「導入試験実施報告書」 

報告様式 2  「四半期報告書」 

報告様式 3  「導入試験に関する発表届」 

報告様式 4  「導入試験に関する取材連絡届」 

 

知財様式 1  「知的財産権出願通知書・知的財産権設定登録等通知書」 

知財様式 2  「知的財産権実施通知書」 

知財様式 3  「知的財産権移転承認申請書」 

知財様式 4  「専用実施権等設定・移転承認申請書」 

知財様式 5  「原権利経過報告書（１）」 

知財様式 6  「原権利経過報告書（２）」 

知財様式 7  「委任状発行依頼（出願前）」 

知財様式 8  「委任状発行依頼（国内優先権主張）」 

知財様式 9  「出願審査請求要否検討依頼」 

知財様式 10 「拒絶査定対応検討依頼」 

知財様式 11 「特許権放棄検討依頼」 

知財様式 12 「拒絶審決対応検討依頼」 

知財様式 13 「年金納付対応検討依頼」 

知財様式 14 「外国知的財産権出願共有検討依頼」 

 

 

別添 1  「導入試験実施契約書」（添付省略） 

別添 2  「委託企業の原権利契約書」（添付省略） 

別添 3  「原権利者との契約書」（添付省略） 

別添 5   「消費税免税事業者届」 

別添 6   「競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針」 

別添 7   「研究活動における不正行為等への対応に関する規則」 

別添 8   「競争的資金の適正な執行に関する指針」（競争的資金に関する関係府省連絡会申合せ） 

別添 9   「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」 

別添 10  「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」 

別添 11  「競争的資金における使用ルール等の統一について」 

別添 12  「府省共通経費取扱区分表」 

 

（※別添 4 は欠番） 

 

例示 1  「経理処理フロー」 

例示 2  「専任証明書」 

例示 3-1、3-2 「出張書類（命令書、精算書、報告書）」 

例示 4  「不課税消費税相当額算出表」 
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Ⅰ．はじめに 

 

科学技術振興機構（以下、「ＪＳＴ」という。）の産学共同実用化開発事業（以下、「本事業」という。）は、大学

等の研究成果に基づくシーズを用いた、企業等が行う開発リスクを伴う規模の大きい開発を支援し、実用化を

後押しすることで、民間の需要を喚起し、持続的成長につなげることを目指します。 

本事業では、開発に先立ち、可能性の検証などを目的として行う小規模な試験（導入試験）の実施を可能と

しており、本説明書は導入試験を対象としています。導入試験の事務処理については、この説明書に定めるほ

か、JSTの内部規程の定めにより行っていただきます。 

開発実施企業の事務担当者の方はもちろん、開発推進の責任者である開発管理責任者の方も本事務処理

説明書を熟読していただいた上で、JSTと締結する導入試験実施契約書の規定、本事務処理説明書及び開発

実施企業の諸規程に基づき開発を実施し、経理管理状況に十分注意するとともに、導入試験費を適正かつ効

率的に執行してください。 

なお、導入試験後に行われる本格的な委託開発の実施にあたっては、別途定める開発委託契約事務処理

説明書に従って処理を行ってください。 

 

 

Ⅱ．産学共同実用化開発事業における用語の解説について 

  本事業の導入試験に特有の用語について説明します。 

 

開発管理責任者： 

本事業では、「開発管理責任者」がプロジェクトリーダーとなります。導入試験遂行上のマネジメント、成

果の公表等、当該課題全体の推進全般について責任を負います。特に、計画書の作成、各種承認申請

書の提出、定期的な報告書の提出等については開発管理責任者が取りまとめを行なってください。開発

管理責任者は課題の実施期間中、日本国内に居住する必要があります。 

 

開発実施企業： 

開発管理責任者が所属する機関で、JST から導入試験費の提供を受け、JST と導入試験実施契約を

締結する機関をいいます。 

 

開発担当者： 

開発実施企業に属し、開発管理責任者の下で当該課題に参加する、開発実施計画書及び導入試験実

施計画書記載の専任技術者等のメンバーをいいます。 

 

原権利者： 

当該開発課題のシーズ（特許）の所有者をいいます。 
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Ⅲ．開発実施企業の事務手続き等 

1．契約の概要 

開発に先立ち、ＪＳＴとシーズの所有者、ＪＳＴと導入試験を受託する企業の各々の契約を行います。 

①開発実施計画書 

・課題全体について全開発実施期間をとおしての実施計画を記載するもので、ＪＳＴの定める書式計画様式

1「開発実施計画書」を使用します。計画様式 1「開発実施計画書」の注釈を一読の上、作成してください。 

・本計画書は、導入試験の計画を含むものであり、導入試験の内容（導入試験費、導入試験の成否の認定

基準等）を定めていただきます。 

 

 

 

②ＪＳＴとシーズの所有者の間で交わされる「契約」 

・導入試験及び開発期間中並びに開発終了後の開発実施企業に対するシーズに係る特許等の実施許諾

は、ＪＳＴを通じて行うこととしています。そのため、シーズの所有者からＪＳＴに開発成果を実施する際に

必要な特許等の実施権（専用実施権、再実施権付独占的通常実施権又はその予約 ）を設定していただ

きます。 

・各特許等及びその出願について、範囲と期間を設定することが可能ですが、ＪＳＴは開発終了後に、開発

実施企業に対して開発成果の実施を優先して許諾する期間（以下、「優先実施期間」という。通常は開発

終了から５年間。）を設定することとしているため、優先実施期間中もＪＳＴが実施権を独占する必要があり

ます。 

・この「契約」では、開発成果を実施した際の実施料配分についても規定されます。 

 

③ＪＳＴと開発実施企業との間で交わされる「導入試験実施契約」 

・開発に先立ち、可能性の検証などを目的として、計画様式 1「開発実施計画書」に定めた導入試験の計画

内容に基づき、開発実施企業が行う試験を実施するための契約です。 

・本契約は、附合契約となりますので、JST作成の書式（別添 1）で契約を締結していただきます。 

・導入試験費は、開発費の 10%を上限（ただし 1億円を上限）とします。 

・開発実施計画書の要約版を導入試験実施契約書に綴り込みます。 

 

2．導入試験の実施に関する各種手続き 

①導入試験実施体制の届等 

 ・導入試験実施契約締結後、次の書類を遅滞なく JSTに提出してください。 

１）開発管理責任者選任届 

   ・開発実施企業における本事業の最高責任者（開発管理責任者「Ⅱ．用語の解説」参照）は、契約の

契約権者である企業代表者ですが、各種請求、申請、報告等の書類の提出など、導入試験を遂行す

る上で、その代理を務める実務的な責任者を開発管理責任者として定めていただき、計画様式3「開

発管理責任者選任届」をJSTに提出してください。 

 

２）開発組織図 

・導入試験に関係する社内の組織・体制及び外部協力者を示す計画様式 4「開発組織図」を提出してく

ださい。また、開発実施企業は、ＪＳＴの担当者との連絡窓口となる技術及び事務の窓口担当者を定
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め、開発組織図に明示してください。 

・人件費支出の対象となる専任・兼任技術者の工程表を添付していただく場合がありますので、ＪＳＴの

求めに応じて作成をお願いします。 

 

②計画変更の申請 

・開発実施企業には、契約書に添付する計画書に基づき導入試験を実施していただきますが、計画を変更

する必要が生じた場合は、事前に計画様式 6「導入試験実施計画変更申請書」を JSTに提出してください。 

・変更事項は必ず報告様式 1「導入試験実施報告書」及び報告様式 2「四半期報告書」に記載してください。 

 

１）計画変更申請が必要な場合 

○導入試験実施契約書添付の導入試験実施計画書（計画様式２の簡略版）の「１．課題番号・開発課

題名」から「８．導入試験の目標」に関する変更 

○導入試験計画（導入試験費含む）における重要な変更 

○再委託届内容及び外注内容の重要な変更 

○導入試験の中止等の事態の発生 

 

  ２）変更の手順 

ⅰ）まずは JST 担当者宛てに、変更の内容を事前に連絡してください。計画様式 6「導入試験実施計画変

更申請書」を開発実施企業が作成し、開発実施企業の担当者から JSTの担当者に E-mailで送付して

ください。 

ⅱ）JST の担当者による導入試験計画変更申請書の内容の確認が済みましたら連絡いたします。開発管

理責任者の印を押印の上、JSTに郵送してください。 

 

③計画変更（開発組織等）の届 

・導入試験期間中に以下に示すような計画を変更する必要が生じた場合は、事前に所定の変更届（計画様

式 9-1、9-2、9-3）を JSTに提出してください。 

 

１）変更届が必要な場合 

○開発管理責任者の変更 計画様式 9-1「開発管理責任者変更届」 

○導入試験に関連する社内の組織・専任者の変更 計画様式 9-2「開発組織変更届」 

○導入試験の実施場所の変更 計画様式 9-3「開発実施場所変更届」 

 

２）変更の手順 

 ・計画の変更に当たっては、上記の例示以外にも内容を勘案し計画変更申請や届出をお願いする場合

がありますので、予め JST担当者に相談していただいた上で申請書や届出を作成してください。 

・申請書及び届出の提出に当たっては、開発管理責任者の印を押印の上、JST の担当者に郵送してく

ださい。 

 

④再委託費 

１）委託研究・調査等の取り扱い 

・「再委託費」とは、開発の一部を第三者（新技術の代表発明者が所属する機関等）に再委託する際の経
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費です。 

・本開発を効率的に推進するため、外部の専門家あるいは関係団体などに研究・調査などを依頼する場

合は、再委託費として内容の確認及び調整が必要となる場合がありますので、必ず事前にＪＳＴへ相

談してください。 

 

２）再委託を行うための手続 

・再委託を行う場合には、別途定める再委託の事務処理説明書を確認の上、行ってください。 

・外注費と再委託費の合計が開発費（直接経費及び再委託費の合計）の５０％以上となる場合は、事前

に JSTの承認が必要です。その際、計画様式 8「外注費及び再委託費の５０％以上申請書」を作成し J

STに提出してください。 

・開発実施計画（導入試験実施計画を含む）の承認後、再委託契約締結前に余裕をもって、JST と調整

してください。JSTの確認が完了し、JSTから契約締結の指示を受けた場合は、（課題管理）計画様

式 7「再委託届」を作成し JSTに提出してください（別途定める再委託先との委託契約書押印版（写）、

当該契約に係る委託開発計画書（使途内訳書含む）及び受託管理責任者選任届（写）を添付）。 

 

３）再委託を行う際の留意事項 

・開発実施企業は、再委託した第三者の行為について JSTに対し全責任を負っていただきます。 

・開発実施企業が行うべき本質的な業務を再委託することはできませんので、再委託内容については十

分検討する必要があります。 

・再委託先であっても、競争の観点より選定されることが原則となります。競争によらず選定する場合に

は、再委託先の選定理由を合理的に説明する必要がありますので留意してください。 

・再委託費のうち直接経費では、設備備品（20 万円以上の固定資産）の購入はできません。必要な設備

備品を保有する再委託先を選定するようにしてください。 

・再委託費には、再委託先が必要とする間接経費相当額を含みます。 

 

 

⑤旅費の取り扱い 

・開発組織図に記載された者が本開発にのみに関わる業務で行うものであって、大学等における教育

の範疇ではないことを条件に支出可能です。 

・出張は、開発遂行上、合理的かつ必要と認められる最少の人数、期間のものに限られます。 

・海外出張は、原則として１回の出張につき、開発組織図に記載の社内参加者１人まで支出可能です。

事前に計画様式 5「海外旅費発生理由書」（目的、日程、出張費等）を提出し、ＪＳＴが承認した場合の

み支出可能となります。 

（注）経理事務の事務処理説明書をご参照ください。 

 

⑥導入試験成果の発表の取り扱い 

・導入試験期間中に、開発実施企業又は再委託先が、導入試験の内容が公知となりうる外部発表（学会、講

演会、展示会他）を行う場合、必ず事前に JST担当者に連絡し、発表内容の確認を受けた上で報告様式 3

「導入試験に関する発表届」を提出してください。 

・導入試験に関し外部からの取材申込みがあった場合は取材内容を事前に JST担当者へ連絡し、取材後に

は報告様式 4「導入試験に関する取材連絡届」を提出してください。 
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・導入試験結果に関する報道関係者への発表は、原則として JSTが行います。このため、外部発表、外部

からの取材に際し、「導入試験の目標の達成」等に係る事項の取り扱いには十分注意してください。 

 

3．導入試験の進捗確認・調整・評価について 

①三者会議による進捗確認・調整等 

・導入試験実施契約書に添付の導入試験実施計画書に従って進めていただきますが、導入試験期間中、

次の(1)～(4)の場合など、必要に応じて、開発実施企業、原権利者、JST 等の関係者が打合せを行う三者

会議を開催します。 

(1) 導入試験実施計画に大幅な変更を必要とする時（2．②計画変更の申請参照） 

(2) 導入試験遂行上問題が生じ対策を協議する必要が生じた時 

(3) 導入試験期間中に進捗状況を確認する必要が生じた時（適宜開催） 

(4) 導入試験終了前  

・三者会議には、導入試験の経過、問題点、今後の進め方、計画の変更を必要とする場合はその変更の

理由などを記載した資料を準備してください。 

・上記(1)の場合など、三者会議後に評価委員会による評価を行う場合があります。 

・導入試験を実施するに当たり、随時研究者などと連絡・打合せを行い、導入試験が円滑に推進されるよう

配慮してください。 

 

②導入試験の実施状況の報告 

・導入試験期間中の導入試験実施状況については、国の会計年度終了後及び導入試験期間終了後３０

日以内に報告様式 1「導入試験実施報告書」を、３か月ごとに報告様式 2「四半期報告書」を報告してく

ださい。報告様式 2「四半期報告書」の提出期限は毎年4月20日、7月20日、10月20日、1月20日です。

また、その内容を的確に把握するために写真・図・表、データなどを添付してください。 

 

③導入試験の事後評価 

・導入試験終了前に三者会議を開催し、導入試験結果の取り扱いについて三者で合意することとなります。

開発実施企業は、本会議の開催にあたって、導入試験の概要、経過、結果等を説明するため、プレゼン

テーション資料、サンプル等を予め準備してください。 

・導入試験の終了にあたって、ＪＳＴは事後評価のための評価委員会を開催し、導入試験実施計画書に定

められた成否の認定基準に基づき、新技術の開発委託への移行可否を決定します。事後評価会議開催

の２週間前を目安に報告様式１「導入試験実施報告書」案を提出の上、会議開催までにプレゼンテーシ

ョン資料を提出ください（提出日については事前に担当まで確認下さい）。事後評価会議当日には、必要

に応じて開発成果物（サンプル等）をお持ちいただき、評価者の前でプレゼンテーションを実施していただ

きます。 

・開発実施企業及び原権利者は、ＪＳＴによる開発委託への移行可否の決定を承諾するものとします。 

・導入試験の目標達成に関しては、導入試験終了にあたり開催する事後評価を経た後、JSTの理事会に

おいて決定されます。 

・導入試験終了後、契約書に定める報告様式 1「導入試験実施報告書」をＪＳＴの指定する期日までに提

出してください。 
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Ⅳ．知的財産権の取り扱いについて 

1．原権利の取り扱い 

・導入試験の原権利を共願しており、優先権主張、分割出願等を行う場合は事前にＪＳＴ担当者に連絡して

ください。また、手続き後に知財様式 6「原権利経過報告書（２）」にて報告してください。 

・上記以外の手続きの場合は、知財様式 5「原権利経過報告書（１）」にて報告してください。原権利の状況

については、原権利所有者に適宜確認をしてください。 

・原権利の維持費用は、原権利の所有者の負担とします。 

 

2．新権利の取り扱い 

〔１〕新権利の取り扱い 

・導入試験の実施に伴って生じた知的財産権（発明または考案にかかるものに限る。以下同じ。）は、導入

試験の新権利として取り扱います。 

・新権利の共有関係は、本契約に基づいて決定されますが、出願以前に関係者（JST、原権利者等）が了

解しておく必要があります。 

・新権利の共有にあたっては、関係機関との協議、弁理士事務所での出願手続きなどに相当の期間を要

すると思われますので、出願の見込みがある場合はすみやかに JSTまで連絡してください。  

〔２〕産業技術力強化法第 19条（日本版バイドール法）の適用について 

・新権利は、産業技術力強化法第 19条（以下参照）により、同条第１項各号に掲げる事項を開発実施企

業が遵守することを条件に、開発実施企業に帰属させることが可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考） 

産業技術力強化法(抜粋) 

（国が委託した研究及び開発の成果等に係る特許権等の取扱い） 

第十九条 国は、技術に関する研究開発活動を活性化し、及びその成果を事業活動において効率的に活用する

ことを促進するため、国が委託した技術に関する研究及び開発又は国が請け負わせたソフトウェアの開発の成果

（以下この条において「特定研究開発等成果」という。）に係る特許権その他の政令で定める権利（以下この条に

おいて「特許権等」という。）について、次の各号のいずれにも該当する場合には、その特許権等を受託者又は請

負者（以下この条において「受託者等」という。）から譲り受けないことができる。 

一 特定研究開発等成果が得られた場合には、遅滞なく、国にその旨を報告することを受託者等が約すること。 

二 国が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該特許権

等を利用する権利を国に許諾することを受託者等が約すること。 

三 当該特許権等を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該特許権等を相当期間活用していないことに

ついて正当な理由が認められない場合において、国が当該特許権等の活用を促進するために特に必要があ

るとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該特許権等を利用する権利を第三者に許諾することを受託

者等が約すること。 

四 当該特許権等の移転又は当該特許権等を利用する権利であって政令で定めるものの設定若しくは移転の承

諾をしようとするときは、合併又は分割により移転する場合及び当該特許権等の活用に支障を及ぼすおそれ

がない場合として政令で定める場合を除き、あらかじめ国の承認を受けることを受託者等が約すること。 

2 前項の規定は、国が資金を提供して他の法人に技術に関する研究及び開発を行わせ、かつ、当該法人がその

研究及び開発の全部又は一部を委託する場合における当該法人と当該研究及び開発の受託者との関係及び

国が資金を提供して他の法人にソフトウェア開発を行わせ、かつ、当該法人がその開発の全部又は一部を他

の者に請け負わせる場合における当該法人と当該開発の請負者との関係に準用する。 

3 前項の法人は、同項において準用する第一項第二号又は第三号の許諾を求めようとときは、国の要請に応じ

て行うものとする。 

 

※本契約では、同条第一項中の「特定開発研究等成果」については「発明等」、「国」については「機構」（但し、同

項第二号については「国又は機構」）とそれぞれ読み替えます。 



 - 7 - 

 

〔３〕産業技術力強化法第 19条を適用する場合の報告義務等 

 ・産業技術力強化法第19条を適用し、新権利を開発実施企業の帰属とする場合には、開発実施企業は、

新権利に係る状況の変化に応じて、以下の報告・申請を行う義務が生じます。 

 

 （１）新権利に関する JSTへの報告 

 ・以下の場合には、開発実施企業は JSTに報告を行ってください。 

 

通知条件 通知書・書類の様式 書類提出期限 

出願又は申請を行ったとき （注

１） (注２) 

知財様式 1 

「知的財産権出願通知書・知的財産

権設定登録等通知書｣ 

・出願又は申請の日から 60

日以内 

知財登録・移転・放棄を行ったと

き （注３） 

知財様式 1 

「知的財産権出願通知書・知的財産

権設定登録等通知書｣ 

・開発実施中は半期毎 

・本開発終了後は毎年 4月 30

日まで（ただし、（注３）に該当

する場合は、移転等した日か

ら 60 日以内とする。） 

・自己実施・第三者に実施の許

諾を行ったとき 

・実施の状況・実施許諾の状況

に変化があったとき 

知財様式 2 

「知的財産権実施通知書」 

 

・開発実施中は半期毎 

・本開発終了後は毎年 4月 30

日まで 

（注１）特許法施行規則第２３条第６項に基づき、特許出願の際には、願書に【国等の委託研究の成果に係

る記載事項】の欄を設け、「平成○○年度（※採択年度）独立行政法人科学技術振興機構 産学共同

実用化開発事業 産業技術力強化法第１９条の適用を受ける特許出願」と記載してください。 

（注２） 海外出願・優先権による出願を含む。 

（注３） 合併又は分割による移転及び産業技術力強化法施行令第 11 条第 3 項に該当する移転を含

む。 

 

 （２）新権利に関する JSTへの申請 

  ・以下の場合には、開発実施企業は JSTの定める様式により予め申告を行い、JSTの承認を受ける必

要があります。 

申請条件 通知書・書類の様式 書類提出期限 

移転を行うとき（注４） 

 

知財様式 3 

「知的財産権移転承認申請書」 
移転前に申請 

専用実施権等の設定又は移転

を行うとき （注４） 

知財様式 4 

「専用実施権等設定･移転承認申請

書」 

設定・移転前に申請 

（注４） 合併又は分割による移転及び産業技術力強化法施行令第 11 条第 3 項に該当する移転を除く。 

 

（３）その他の報告について 

・意匠権、商標権等、発明又は考案以外のものにかかる知的財産権の出願等については報告様式 1

「導入試験実施報告書」及び報告様式 2「四半期報告書」にて報告してください。 
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3．産業技術力強化法第 19条を適用しない場合の取り扱い 

１）弁理士の選定 

・知的財産権の出願を弁理士に委任する場合、弁理士の選定は開発実施企業で行ってください。 

２）国内出願の共有 

・JSTは、知財様式 7「委任状発行依頼(出願前)」に基づき、委任状を発行します（包括委任状は発行

しません）。 

３）国内優先権主張に関する委任状の発行 

・国内優先権主張を伴う知的財産権の出願を行う場合、JSTは知財様式 8「委任状発行依頼(国内優

先権主張)」に基づき、委任状を発行します。 

 

４）中間手続など 

・知的財産権に関する手続きを行う場合、適宜①～⑤の各検討依頼を提出してください。JSTは、検討

結果を回答します。 

①出願審査請求要否  知財様式 9「出願審査請求要否検討依頼」 

②拒絶査定対応     知財様式 10「拒絶査定対応検討依頼」 

③特許権の放棄     知財様式 11「特許権放棄検討依頼」 

④拒絶審決対応     知財様式 12「拒絶審決対応検討依頼」 

⑤年金納付対応     知財様式 13「年金納付対応検討依頼」 

５）外国出願の共有 

・外国出願をする場合、知財様式 14「外国知的財産権出願共有検討依頼」を提出してください。外国

出願に関するその他の様式は、国内出願に係る様式を参考に作成してください。 

６）JSTの出願人表記 

(和文表記) 

〒332-0012 

埼玉県川口市本町４－１－８ 

国立研究開発法人 科学技術振興機構 

 
(英文表記) 

4-18,Honcho,Kawaguchishi,Saitama,332-0012,Japan 

Japan Science and Technology Agency 

(特許庁に登録された機構の識別番号)：503360115 

 


