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１．支援費返還の廃止



支援費返還とは
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1. 令和３年度以前の権利化支援契約書約款では、支援終了後、機
構からの指示がない限り、支援費をJSTに返還することを規定。

2. 具体的には、支援対象特許※について、申請機関が実施料等収
入や譲渡収入を得た場合、収入額に応じて支援費を返還
※特許登録前の「特許を受ける権利」を含む

3. 次の①又は②に該当する場合は、返還は免除

① 申請機関の責によらず、拒絶査定・無効が確定した場合

② 権利化・活用の見込みが低く、JSTが支援終了と判断した場合

4. 返還額（累計）がJST支援費総額に達した場合は、当該特許につい
ての支援は終了



廃止の概要（目的・対象・変更点）
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目的 ・得られた実施料等収入・譲渡収入を、申請機関の
知的財産部門の体制整備・拡充に活用頂くため
・返還に係る申請機関の事務負担の軽減のため

対象案件 令和4年度の新規申請分（JST管理番号がS2022以降の番
号で始まる案件）より適用
※以下に該当する案件（S2021以前の番号）は対象外
・令和3年度以前に申請し、令和4年度以降に支援決定さ
れた場合
・令和3年度以前にPCT出願支援が決定し、
令和4年度以降に継続申請を行い、指定国移行支援
が決定した場合

主な変更点 ・実施料等収入・譲渡収入に基づく支援費の返還が不要
・支援契約終了時の支援費の返還が不要



廃止対象案件の具体ケース(PCT)
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R4.4

PCT支援
申請 支援

決定
返還無し

返還有り

R3以前

契約
締結

PCT支援
申請 支援

決定
契約
締結

返還有り

PCT支援
申請 支援

決定
契約
締結

令和４年度にPCT出願支援申請

令和３年度以前にPCT出願支援申請

返還有り

PCT支援
申請 支援

決定
契約
締結



廃止対象案件の具体ケース(指定国移行)
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返還有り

指定国移行
(新規)申請

支援
見送り

PCT支援
申請

返還無し

R4.4

PCT支援
申請 支援

決定
返還無し

R3以前

契約
締結

令和４年度以降に新規申請 指定国移行
(継続)申請

支援
決定

契約
締結

支援
決定

契約
締結

令和３年度以前に新規申請

PCT支援
申請 支援

決定
契約
締結

指定国移行
(継続)申請

返還有り
支援
決定

契約
締結

指定国移行
(継続)申請契約

締結

取下
未審議



ケース別支援費の返還有無対比表
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R3以前 R4以降

実施許諾 必要 不要

譲渡 必要 不要

権利喪失 必要
（申請機関の責によらない場合、不要）

不要

指定国移行支援（継続）
支援の見送り

不要

申請機関からの
終了申請

必要
（機構が認める場合、不要）

不要

機構判断に基づく
支援終了

不要



実施許諾した場合
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1. 実施料収入に基づくJSTへの支援費返還は不要です。【変更】
契約書約款第4条（実施料の取扱） →削除

2. 実施許諾した場合は、JSTへの報告が必要です。

契約期間中 → ライセンス活動状況報告書にてご報告ください

契約期間終了後 → これまで通り、個別にご報告ください
新契約書約款第5条（報告） 第1項（1）参照



支援対象機関（大学等）へ譲渡した場合
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1. 譲渡収入に基づくJSTへの支援費返還は不要です。【変更】
契約書約款第6条（費用支出の終了に基づく支援費の返還） →削除

2. 第三者に権利が移転するため、支援契約を終了します。
新契約書約款第4条（費用支出の終了） 第1項（1）参照

3. 譲渡先機関が支援を引き継ぐ場合には、JSTへ「支援対象機関への
譲渡について」による報告が必要になります。

新契約書約款第5条（報告） 第1項（2）参照

譲渡先機関が支援を引き継がない場合は支援終了申請書を提出してください（次スライド参照）

4. JSTへの支援費の請求を全て済ませた後、速やかに報告してくださ
い。

5. JSTから申請機関に契約終了を通知します。



支援対象外機関（企業等）へ譲渡した場合
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1. 譲渡収入に基づくJSTへの支援費返還は不要です。【変更】
契約書約款第6条（費用支出の終了に基づく支援費の返還） →削除

2. 第三者に権利が移転するため、支援契約を終了します。
新契約書約款第4条（費用支出の終了） 第1項（1）参照

3. JSTへの支援費の請求を全て済ませた後、速やかに支援終了申請
書を提出してください。

新契約書約款第5条（報告） 第1項（2）参照

4. JSTから申請機関に契約終了を通知します。



権利喪失（拒絶査定確定・放棄・取り下げ）した場合

12

1. JSTへの支援費返還は不要です。【変更】
契約書約款第6条（費用支出の終了に基づく支援費の返還） →削除

2. 権利喪失した場合は、支援契約を終了します。
新契約書約款第4条（費用支出の終了） 第1項（2）参照

3. JSTへの支援費の請求を全て済ませた後、速やかに支援終了申請
書を提出してください。

新契約書約款第5条（報告） 第1項（3）参照

4. JSTから申請機関に支援契約終了を通知します。



指定国移行支援（継続）で支援見送りの場合
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1. JSTへの支援費返還は不要です。

2. PCT出願支援終了を以て、支援契約を終了します。
新契約書約款第4条（費用支出の終了） 第1項（3）参照

3. 費用支出終了日は指定国移行期限日、請求期限は指定国移行

期限日の3ヶ月後になります。

4. 終了にあたって、JSTへの支援終了申請書の提出は不要です。

5. JSTから申請機関に支援契約終了を通知します。



申請機関のその他都合による支援終了の場合
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1. JSTへの支援費返還は不要です。【変更】
契約書約款第6条（費用支出の終了に基づく支援費の返還） →削除

2. JSTへの支援終了申請書の提出を以て、支援を終了します。
新契約書約款第4条（費用支出の終了） 第1項（5）参照

3. 支援費の請求を全て済ませてから提出してください。
新契約書約款第4条（費用支出の終了） 第1項（5）参照

4. JSTから申請機関に支援契約終了を通知します。



機構から支援終了の連絡を受けた場合
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1. JSTでは基礎出願日から4年を経過した時点から、申請機関から提

出されたライセンス活動状況報告を元に、支援継続可否を判断しま
す。支援継続しない場合は、対象機関にその旨通知します。

新契約書約款第4条（費用支出の終了）第2項参照

2. 支援が継続されない場合、JSTへの支援費返還は不要です。

3.    費用支出終了日及び請求期限は支援終了通知に記載します。

4.    JSTから申請機関に支援契約終了を通知します。



支援費返還を要するケース
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1. 国費を財源とする外国出願支援制度を権利化支援と重複して受け
ていた時

2. 申請機関が本契約に違反した時

3. 権利化支援の費用支出対象でない費用を支払った時

4. 出願費用の全部又は一部が特許庁や代理人から返金された時

5. 機構が契約解除した時

新契約書約款第9条（費用の返還）参照



支援費返還を要するケース（具体例）
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① 特許庁の交付金制度に申請し、国際出願手数料や予備審査請求取扱手
数料の一部が交付された場合

→JSTから上記手数料が支払われていた場合は、JST負担割合（80%）に応
じて返還してください。

② 欧州特許庁での実体審査開始前に取り下げたため、審査手数料が返金
された場合

→JSTから上記手数料が支払われていた場合は、 JST負担割合（80%）に応
じて返還してください。

③ 同一の出願について、一般社団法人発明推進協会「日本出願を基礎とし
たスタートアップ設立に向けた国際的な権利化支援事業」と権利化支援の
両方から支援を受けた場合

→発明推進協会の事業は、権利化支援との併願不可となっております。

なお、共同出願の場合は、各出願人が各自の持分について異なる事業
の支援を受けることは可能です。



２．令和４年度契約書の改定



契約書改定のポイント(1)

19

１．返還の取り扱いに関する条文を削除
第４条（実施料収入の取り扱い）を廃止
第６条（費用支出の終了に基づく支援費の返還）を廃止

→大学等が支援特許の実施による収入を得た場合、契約終了する場合に発生
していた返還義務がなくなります。

２．申請機関の責務の見直し
第２条（特許出願）→（権利確保・実施許諾に関する努力等）へ変更

→従前、本条には出願することのみを定めていましたが、第７条に定めていた
出願し権利確保し実施するという本制度が求める大学の責務を統合します。

３．契約終了規定の改定
第５条（費用支出の終了）、第１３条（本契約の終期）の変更

→支援費の全額返還に伴う終了に関連した条項を廃止し、契約終了後の実施料等
収入の返還のために存続されていた条項を見直します。



契約書改定のポイント(2)
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４．不正行為への対応
第１２条（契約解除）の改定、新設（費用の返還）の設置

→不正行為を定義するとともに、不正行為があった場合の支援費の返還を
規定します。

５．報告事項の整理
第８条（報告）、第９条（報告書の提出）を統合

詳細は別添資料：権利化支援 支援契約書案をご確認ください。
現行（改訂前）の支援契約書は権利化支援ウェブサイトにてご確認ください。

https://www.jst.go.jp/chizai/pat/p_s_03etc.html

https://www.jst.go.jp/chizai/pat/p_s_03etc.html


契約解除条項の見直し
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1. 相手方が契約に違反し、書面による催告から60日以内に違反行為が是正されな
い場合

2. 違反行為が客観的に治癒不可能な場合

3. 出願や指定国移行手続き、又は権利化支援の申請において、申請機関による不
正が認定された場合

4. 権利化支援の費用請求において、申請機関による不正が認定された場合

5. 申請機関が破産手続き開始等が行われた場合

6. JST又は申請機関が解散した場合

7. JST又は申請機関（役員含む）が反社会的勢力である（あった）場合

8. JST又は申請機関（役員含む）が反社会的勢力と関係を有する（有した）場合

以下の事由のいずれに該当した場合は契約解除し、JSTは申請機関に
対し支援費用の全部又は一部の返還を求めます。

新契約書約款第8条（契約解除）参照



参考）権利化支援の概要



「権利化支援」の目的
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□ 国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）では、

平成15年度～ 大学等の外国特許出願の支援を開始し、

平成26年度～ 『重要知財集約活用制度』として、

平成28年度～ 『知財活用支援事業』として大幅な見直しを行い、

大学等における知的財産戦略の策定及び知財マネジメントの強化に向けた

総合的な支援を行っています。

□ 知財活用支援事業のうち「権利化支援」では、

・ 海外への技術移転を想定した特許に対して、

・ 実際の外国特許出願の手続きを通じて

申請機関が出願及び海外展開のノウハウを蓄積することにより、知財基盤を強化し、

ライセンス等技術移転活動を活性化することを目的としています。

公募要領 p.1



「権利化支援」では
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・ 国公私立大学・承認TLO・大学共同利用機関・高等専門学校（大学等）が出願人と

なる国内基礎出願に基づく外国特許出願について、大学等保有のまま外国特許出

願に係る費用の一部（８割）を支援します。

・ 申請案件には、１件ごとにJST担当調査員がつき、先行技術調査を踏まえた申請

機関への発明ヒアリング、特許性・有用性に関する調査等を踏まえ、 権利強化や

活用のための助言等を行います。

・ 外部有識者から構成される知的財産審査委員会では、実用化を担う企業の視点

から技術移転や事業化へと繋がる可能性が高い「より強い特許」を出願するための

支援を目的に、申請案件における特許性評価・技術評価に関する支援及び出願内

容や出願要否等を含む権利化に関するアドバイス等を行います。

公募要領 p.1



支援対象・期間
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公募要領 p.3

・支援対象
大学等で生まれた研究成果に関する国内基礎出願に基づく外国特許出願のうち、

大学等が出願人となって行う国際特許出願（PCT出願）及びその国内移行手続き

－ 令和４年度より、一部の公的な機関※との共同出願を基礎出願とする外国特許

出願も、その大学等の負担分については支援の対象に

・支援期間
PCT出願：契約締結日から3年が経過した年度の末日まで

国内移行手続き：基礎出願日から7年が経過した年度の末日まで

※ 国、地方公共団体、独立行政法人（国立研究開発法人を含む）、地方独立行政法人、

認可法人、公益財団法人、公益社団法人、医療法人、一般財団法人、一般社団法人

（総称して、「公共的機関」）

注1 大学等と大学等の共同申請は従前のとおり、可能です。

注2 公共的機関との共同出願の場合、大学等の持分比率（持分比率と費用負担割合が異なる場合は、

いずれか小さい方）が50％以上であることとします。

注3 公共的機関は、共同出願人であっても、申請機関となることはできません。



申請概要 公募要領 p.6

・ 申請担当者は、「知財部門」の方（権利化支援は知財部門が主役）

・ 共同申請の場合は、代表する大学等の一機関（代表申請機関）が申請

（単独申請の場合は、申請機関＝代表申請機関）

・ 代表申請機関としての新規申請は、年間３０件まで

－ 共同申請機関としての申請や継続申請は３０件に含まない

・ 公募は一年を通じて実施

－ 電子公募システム（https://u-pas.jst.go.jp/app/mng/login/init）より電子申請

（電子公募システムの利用には機関登録が必要です。）

－ 「PCT出願支援」への申請は優先日から６か月後まで

－ 「指定国移行支援」への申請は優先日から２４か月後まで
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https://u-pas.jst.go.jp/app/mng/login/init


権利化支援のスケジュール
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・ 権利化支援は、PCT出願段階、国内移行段階の２ステージ方式

ステージ１ PCT出願段階 ステージ２ 国内移行段階
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・ 権利化支援は、大学等の外国特許出願を２ステージ方式で支援
（PCT出願支援を受けていても、国内移行段階の支援を受けるためには改めて申請が必要）

・ 知的財産審査委員会で特許性・有用性を審議し、支援の可否を決定

・ PCT出願・国内移行手続き中の出願に関する費用の一部を支援

年に1度、技術移転の進捗
に応じた支援継続の見直し

国
内
移
行
手
続
き


