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１．知財マネジメント 
 
（特許出願費用） 
Q１：特許出願費用は経費計上できますか？ 
A１：直接経費として計上できます。 

特許庁への出願料や明細書作成のための特許事務所手数料等は計上できます
が、出願前関連特許調査や出願後の審査請求費用や維持年金費用等は計上でき
ません。また、日本出願のみならず、外国出願や PCT 出願費用も計上できま
す。 

詳細は、「委託業務事務処理マニュアル（2021 年度版）」131 ページ、または
「委託業務事務処理マニュアル（大学・国立研究開発法人等用）（2021 年度
版）」112 ページをご覧ください。 
「委託業務事務処理マニュアル（2021 年度版）」 

https://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/manual_jimushori_2021.html 
 
（特許共同出願） 
Q２：NEDO プロジェクトで生まれた技術とプロジェクトに参加していない会社の技

術を組み合わせて、プロジェクト参加外の会社と特許共同出願することはできま
すか？ 

A２：基本的にはできません。プロジェクトの成果とプロジェクト外の成果は分けて
ください。設備や人件費をプロジェクトの内外で分けて考えるのと同じです。 

 
（知財マネジメント） 
Q３：知財マネジメントは、どのような場合に実施する必要がありますか？ 
A３：委託かつ研究の場合は実施する必要があります。助成（補助）研究、委託調

査、助成調査の場合は基本的には不要です。公募要領または実施方針にＮＥＤ
Ｏ知財方針の適用が明記されたプロジェクトが実施対象となります。 

 
（知財及びデータ合意書と知財運営委員会） 
Q４：知財及びデータ合意書は、どのような場合に締結する必要がありますか？ 

また、知財運営委員会は、どのような場合に設置する必要がありますか？ 
A４：知財マネジメントを実施する場合（Q３参照）は、締結する必要があります。 

ただし、プロジェクト参加者が１機関しかない場合は合意相手がいませんので
不要です。 
知財運営委員会も同様です。 



4 
 

 
（プロジェクト参加者） 

Q５：プロジェクト参加者とは、どこまでを含むのですか? 
A５：委託先（事業者）、再委託先、共同実施先です。外注先は含みません。 
 
（知財及びデータ合意書と知財運営委員会の単位） 
Q６：知財及びデータ合意書は、プロジェクト参加者（研究者ではなく機関をいう。）

全員で結ばなければいけませんか？ 
また、知財運営委員会も全員で設置しなければいけませんか? 

A６：場合によります。 
プロジェクトの扱う範囲が広い場合は、実状に応じて、項目ごとやテーマごと
でグループを形成し、そのグループのプロジェクト参加者で知財及びデータ合
意書を結んでいただきます。どのようなグループ単位にするかは NEDO の方で
決定します。 
知財運営委員会も同様です。 

 
（知的財産権の限定） 

Q７：知財及びデータ合意書の知的財産権（フォアグラウンド IP 及びバックグラウン
ド IP）の対象範囲を登録研究員が生み出した知的財産権に限定してもよいです
か？ 

A７：知財及びデータ合意書の知的財産権の対象範囲を登録研究員が生み出した知的財
産権に限定することはできません。経産省の知財ガイドライン（２－２－２（４））
では、対象の知的財産権は委託先のすべての知的財産権となっています。なお、
詳細は NEDO の担当者にご相談ください。 

 
（知財及びデータ合意書の日付） 

Q８：知財及びデータ合意書の最後の条文（有効期間及び残存条項）に記載する発効日
と、知財及びデータ合意書の最後に書いてある日付は何が違うのですか？ また、
両者を一致させなくてはいけませんか？ 

A８：発効日は、効力発生日や契約開始日ともいい、契約内容が有効になる日です。知
財及びデータ合意書の最後に書いてある日付は、契約締結日や契約日ともいい、
契約が合意された日です。一致させなくてもかまいません。 

 
（知財及びデータ合意書の発効日） 
Q９：発効日はいつが適切ですか？ 
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A９：実際に情報交換等を始めた日や NEDO との契約日などが好ましいです。 
 
（知財及びデータ合意書の契約締結日） 
Q１０：契約締結日はいつが適切ですか？ 
A１０：最終合意者が捺印（または最終サイン者がサイン）した日が正式ですが、全

員で事前合意した日付とすることも可能です。 
 
（知財及びデータ合意書の有効期間） 
Q１１：知財及びデータ合意書の有効期間は、プロジェクト終了後何年ぐらいが適当

ですか？ 
A１１：プロジェクトの技術的内容、プロジェクト終了後の継続性、先端産業か成熟

産業かなどを考慮して、個別に判断してください。なお、過去の実績として最
も多いのは１年です。 

     
（知財及びデータ合意書の印） 
Q１２：知財及びデータ合意書に印は必要ですか？ 
A１２：知財及びデータ合意書は契約書の一種です。契約書は、捺印かサインか電子

署名のいずれかが必要です。いずれもない場合は法的には事実上無効です。 
    
（知財及びデータ合意書の締結者） 
Q１３：知財及びデータ合意書の締結者は代表者でなければいけませんか？ 業務管

理者でも良いですか？ 
A１３：どちらでも結構です。また、代表者から権限委譲されていれば、その他の方

でも結構です。 
    
（知財及びデータ合意書の締結の締め切り） 
Q１４：知財及びデータ合意書は、いつまでに締結する必要がありますか？ 
A１４：原則として、NEDO との契約日までに合意書「案」の NEDO による確認が

必要です。なお、プロジェクト参加者が多数の場合は、捺印作業に時間がかかり
ます。よって、NEDO との契約日以降に知財及びデータ合意書の締結が完了し
てもかまいません。 

 
（特許移転） 
Q１５：特許を第三者に移転するときは、NEDO に届出を出すのですか？  
A１５：プロジェクトで得られた特許を第三者に移転するときは、NEDO に届出を出
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すか、NEDO の事前承認を受けなければなりません。届出と承認の場合分け
は、原則として次のとおりです。 

   届出 
   ・会社法第 748 条の「合併」に伴う場合 
   ・会社法第 757 条、第 762 条の「会社分割」に伴う場合 
   ・株式会社が日本国内の親子会社に移転する場合 
   ・大学等の技術を大学等技術移転促進法に基づく承認事業者（承認 TLO）また

は認定事業者（認定 TLO)に移転する場合 
   ・技術研究組合が組合員に移転する場合 
   承認 
   ・会社法第 467 条の「事業譲渡」に伴う場合 
   ・株式会社が日本国外の親子会社に移転する場合 
   ・その他、上記７ケース以外の場合 
 

詳細は、「委託業務事務処理マニュアル（2021 年度版）」195 ページ、または
「委託業務事務処理マニュアル（大学・国立研究開発法人等用）（2021 年度
版）」164 ページをご覧ください。 
「委託業務事務処理マニュアル（2021 年度版）」 
 https://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/manual_jimushori_2021.html 
また、届出や承認の手続きについては、公募の際に提示された約款をご覧下さ
い。 
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２．データマネジメント 
 
知財及びデータ合意書については、１．知財マネジメントをご覧ください。 
 
（データマネジメント） 
Q１：データマネジメントは、どのような場合に実施する必要がありますか？  
A１：委託かつ研究の場合は実施する必要があります。助成（補助）研究、委託調

査、助成調査の場合は基本的には不要です。公募要領または実施方針のなかで
ＮＥＤＯデータ方針の適用が明記されたプロジェクトが実施対象となります。 

 
（データマネジメントプランの提出者） 
Q２：データマネジメントプランは委託先（事業者）ごとに提出するのですか？ 

それとも知財運営委員会を形成するグループ（１．知財マネジメント A6 を参
照）ごとに提出するのですか？ 

A２：委託先（事業者）ごとに提出してください。 
なお、再委託先については、次の Q3 をご覧ください。 

 
（再委託先のデータ） 
Q３：再委託先のデータもデータマネジメントプランに記載するのですか？ 
A３：再委託先のデータについては、再委託を実施した委託先（事業者）が自らのデ

ータマネジメントプランに含めて記載・提出してください。 
 
（データマネジメントプランの粒度） 
Q４：データマネジメントプランに記載するデータはどこまで細かく分類して記載す

れば良いのですが？ 
A４：大括りでかまいません。NEDO のデータマネジメントプランの雛形に見本があ

りますので、ご覧ください。 
ただし、データの公開レベルが違う等、取扱いが大きく異なる場合は、リスト
の番号を分けて記載してください。 

 
（公開レベル） 
Q５：公開レベル４（広範な提供・利活用予定）と、公開レベル３（PJ 参加者以外の

第三者にも提供・利活用予定） の違いは何ですか？ 
A５：公開レベル４は、データを全てホームページなどに掲載するような形態です。 

一方、公開レベル３は、特定の第三者にデータを売却するような形態です。 
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（公開レベル４の場合の義務） 
Q６：公開レベル４（広範な提供・利活用予定）を選択してデータマネジメントプラ

ンを提出した場合、公開することが義務付けられるのですか？ 
A６：公開、非公開はプロジェクト参加者が各データを管理するなかで自由に判断・

決定できるものですので、公開することが必須となるわけではありません。デ
ータマネジメントプランは、あくまでもプランですので提出後に変更すること
もできます。 

 
（届出書の氏名） 
Q７：データマネジメントプラン届出書の氏名は代表者ですか？ 業務管理者でも良

いですか？ 
A７：代表者、業務管理者のどちらでも結構です。 

詳細は、「委託業務事務処理マニュアル（2021 年度版）」38 ページ、または「委
託業務事務処理マニュアル（大学・国立研究開発法人等用）（2021 年度版）」38
ページをご覧ください。 
「委託業務事務処理マニュアル（2021 年度版）」 

https://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/manual_jimushori_2021.html  
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３．関連アドレス                      （2021 年 12 月現在） 

１．法令 

○産業技術力強化法  

  https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412AC0000000044 

○産業技術力強化法施行令  

https://elaws.e-

gov.go.jp/document?lawid=412CO0000000206_20190401_431CO0000000002 

○科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 （旧 研究開発力強化法） 

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=420AC1000000063 

 

２．経産省ガイドライン 

○委託研究開発における知的財産マネジメントに関する運用ガイドライン 

「委託研究開発における知的財産マネジメントに関する運用ガイドラインを策定しました」

https://www.meti.go.jp/policy/economy/gijutsu_kakushin/innovation_policy/IpManagementGuid

line.html 

  

○委託研究開発におけるデータマネジメントに関する運用ガイドライン 

「委託研究開発におけるデータマネジメントに関する運用ガイドラインとナショプロデータカタ

ログ」 

https://www.meti.go.jp/policy/innovation_policy/datamanagement.html 

 

３．NEDO 

○業務委託契約標準契約書 （含む、業務委託契約約款） 

https://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/h23_3yakkan_gyoumu_index.html 

 

○NEDO プロジェクトにおける知財マネジメント基本方針 

 https://www.nedo.go.jp/jyouhoukoukai/other_CA_00002.html 

 

○NEDO プロジェクトにおけるデータマネジメントに係る基本方針 

https://www.nedo.go.jp/jyouhoukoukai/other_CA_00003.html 

 

○雛形 知財及びデータ合意書 

https://www.nedo.go.jp/jyouhoukoukai/other_CA_00002.html 

以上 


