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クリングルファーマ 株式会社

大阪府茨木市彩都あさぎ７－７－１５ 彩都バイオインキュベータ２０７

代表取締役社長　岩 谷  邦 夫 2001年12月21日 10,000万円 7人

072-641-8739

http://www.kringle-pharma.com/

072-641-8730

　技術志向のベンチャーにとって特許が重要であることは技術分野によらず共通であるが、特に医薬品分野では、一つの特
許が莫大な売上を生み出す源泉となるため、他と比べると一つの特許の重要度が遥かに大きい。創薬ベンチャーであるクリ
ングルファーマ株式会社が国内外の製薬企業とのライセンス交渉を進めるためには、知的財産を確保することが前提条件と
して必要であり、同社は、日本だけではなく海外主要国にも特許出願し、自社の技術シーズを特許で確実に抑えて、この知的
財産を元に、国内外の製薬企業とのライセンス交渉を重ねている。

　HGFのように分子量が大きくかつ複雑な構造を持つ蛋白質の製造には哺乳類細胞を用いる必要があり、製造に高度な技
術を要するが、クリングルファーマ株式会社は既に、GMP（医薬品等の製造品質管理基準）に準拠した組換えHGFタンパク
質製造技術を事業化レベルで確立している。製造は外部の特定企業に委託しているが、製造に関するノウハウは自社で確保
している。
　知財戦略に関しては、弁理士等の専門家を含む知財戦略委員会を設置し、特許の権利範囲をどの程度広げるべきか、より
有効な権利にするためには何が必要か等を都度専門家を入れて議論している。
　海外での権利化も重要であるため、諸外国での医薬品特許の扱いに精通する国際特許事務所を活用している。

　医薬品に関する特許を出願するときには、技術的な目新しさばかりに目を奪われること無く、将来のライセンス交渉に耐
えうるような内容となるように、特許明細書の中身を十分に吟味すべき。特許権の強さは、特許明細書の記載のしかた一つ
で大きく影響を受けるものであり、中身を熟考せずに慌てて特許出願してしまうと、将来ライセンス交渉をする時点では取り
返しがつかないような致命的な問題を抱えてしまうおそれがある。そのため、出願時には専門家を交えて将来の事業展開も
考慮しながら内容をしっかりと検討すべきである。

所 在 地

創立年月日 資 本 金 従業員数

TEL&FAX

代 表 者

知的財産の創出や活用に関する取組

起業を目指す人への知的財産に関するアドバイス

知的財産活用事例

　クリングルファーマ株式会社は、肝細胞増殖因子（HGF）に
よる難治性疾患の治療薬開発などを行う創薬ベンチャーであ
り、彩都バイオインキュベータにて研究開発を行っている。
HGFは大阪大学中村敏一名誉教授によって世界に先駆けて
発見・単離された増殖因子であり、細胞を増殖させるだけで
なく、細胞遊走、形態形成、血管新生、抗アポトーシスなど多彩
な機能を持ち、多種多様な組織・ 臓器の再生治癒を司る内因
性の修復因子である。同社はHGF組換え蛋白質を医薬品グ
レードで製造することができる世界で唯一の企業であり、筋萎
縮性側索硬化症（ALS）に対するHGFの第Ⅰ相試験は東北大
学にて、急性腎不全に対する第Ⅰ相試験は米国にて終了してい
る。また、JSTのA‐STEP本格研究開発ステージ実用化挑戦
タイプ（創薬研究）に採択され、慶應義塾大学と共同で、脊髄
損傷急性期の患者を対象にHGF蛋白質の安全性および有効
性を確認する第Ⅰ/Ⅱ相試験も実施しており、今後の事業展開
が大いに期待されるベンチャーである。

事業内容

第2章　バイオベンチャーの知財取組事例
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株式会社 chromocenter

本社：鳥取県米子市西町133－2 ／ 神戸研究所：兵庫県神戸市中央区港島南町6－7－4 HI-DEC4F

代表取締役　松 岡  隆 之 2015年6月15日 6,785.5万円 12人

http://www.chromocenter.com/

　大学と共同出願した知的財産は商用的には独占的使用権を得て事業を行っているが、現在も徳島大学、大阪大学、九州大
学、広島大学他複数の大学、大手・中小企業と共同研究を行っており、知的財産とノウハウを分け、現在は他社にも特許の許諾
を行っているが、既に所有している特許をさらに強固にするために周辺特許及びノウハウで固める必要があると考えている。
　なお、現在、当該知的財産による人工染色体ベクター技術を用いた細胞改良受託事業を行っている。

　もともと鳥取大学で研究されていた技術を元に起業を行った経緯があるが、徳島大学、大阪大学、九州大学、広島大学な
ど多くの大学と共同研究を進めることにより、知的財産の創出を行っている。またその活用においては、①特許を抑えること
で他社との差別化をはかること②新規参入企業の抑制と自社技術の保護③他社の特許と特許のバーターを行うことという
観点で活用を行っている。

　特に共同研究の際には、「知らぬ間に他社の特許物を使用していることがないか」の確認は、使用していることが分かれ
ば、共同研究先に迷惑をかけることになるので、必ず行う必要がある。

所 在 地

創立年月日 資 本 金 従業員数

本社：0859-37-3838 ／ 神戸研究所：078-599-9383 本社：0859-37-3833TEL&FAX

代 表 者

知的財産の創出や活用に関する取組

起業を目指す人への知的財産に関するアドバイス

知的財産活用事例

　人工染色体ベクターを基盤技術とし、製薬会社や大学等の研究者への安定遺伝子発現細胞株の作製及び染色体解析
を行っているベンチャー企業である。
人工染色体ベクター技術を用いた細胞改良受託サービス
　製薬会社等からのオーダーに対して染色体工学技術による、プロダクションサイエンス分野の研究開発と受託により、
例えばタンパク質生産制御に係る遺伝子を細胞に搭載し、ボトルネックを解消することで細胞構築期間の短縮、生産量・品
質の向上を実現する。
　もともとは、安定遺伝子発現細胞株の作製に必須の染色体解析技術であったが、CHO細胞の染色体解析及び染色体
解析によるiPS細胞のリスク評価の需要が増え、iPS細胞を研究する６０％程度の研究機関から受託するという急成長を
遂げている。

事業内容

第2章　バイオベンチャーの知財取組事例
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コスメディ製薬 株式会社

京都府京都市南区東九条河西町３２番地

代表取締役　神 山  文 男 2001年5月 7,000万円 35人

０７５-９５０-１５１０

http://cosmed-pharm.co.jp/

０７５-９５０-１５１２

　大手化学メーカーの医薬研究所をスピンアウトし、京都薬科大学にて薬剤学の基礎研究を行った創業者が、その経験の中
で培った企業や大学との連携を基に、経皮吸収型医薬品・化学品、医療用粘着剤材料、およびそれらの関連装置の事業化を
行った。
　これらの過程において、根幹となる技術の知的財産を出願、取得するとともに、当該知的財産を基に他社と連携した事業
展開を実施。加えて、取得した知的財産を基とし、さらなる研究開発を行い、新たな知的財産の創出を行っている。このよう
な知的財産の取組を行うことで、市場全体を知り、併せて周辺の事が見えてくるので、基本技術の周辺の技術を確実に押え
ながら、事業拡大を図っている。

　自社製品ができ、市場に売り込んではじめて、周辺の事が見えてくるものであり、研究開発型事業においては、基本特許だ
けではなく、周辺の技術も押えてはじめて、実践に活用できる。
　コスメディ製薬株式会社では、実践に活用できる特許の取得を目指し、出願案件のほとんどを自社で対応し、弁理士の活
用は出願案件のチェック、アドバイスというサブ的な内容となっている。
　これは、「技術の肝は何で根幹は何か」ということを自社が一番よく知っており、基本技術、周辺技術を把握しながら開発を
進めるためであり、研究開発型ベンチャー企業が他社と差別化を図れる要素であるので、知的財産の根幹の部分は外部に
任せるのではなく、自社で対応すべきである。

　研究開発型の企業にとっては、「他社との連携」、「ライセンサー」、「ライセンシー」、「商談」、「自社技術を守る」ためにも、
ベンチャー企業は資金繰りに余裕は無いものの、研究開発費同様、しっかり資金をかけて知的財産を取得することに取り組
むべきである。それには、各種助成金の活用や外部人材の活用が効果的である。
　自社技術の何が肝で何が根幹なのかを見極め、知的財産の取扱いを学び、精通していくことが大事である。

所 在 地

創立年月日 資 本 金 従業員数

TEL&FAX

代 表 者

知的財産の創出や活用に関する取組

起業を目指す人への知的財産に関するアドバイス

知的財産活用事例

　コスメディ製薬株式会社は、京都薬科大学にて経皮吸収関連基礎研究において培って来た皮膚と薬物経皮吸収に関す
る深度化された知見を基礎として、剤形設計研究・製剤開発研究に誠意取り組んでいる。その例として下記が挙げられる。
化粧品分野として、
　ヒアルロン酸マイクロニードル技術・オイルゲル技術・経皮浸透性評価技術を基礎とした製品および開発を共同研究形
式、ODM・OEM製造、試験受託を行っている。
医療機器分野として、
　オイルゲル技術、皮膚用粘着剤技術を基礎とした製品および開発を共同研究形式、ODM/OEM製造、開発受託を行っ
ている。

事業内容

第2章　バイオベンチャーの知財取組事例
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三粧化研 株式会社

大阪府池田市住吉2－14－20

代表取締役社長　岡 村  　 創 1968年7月 4,800万円 59人

０７２-７６３-３４０１

http://www.sanshokaken.co.jp/index.html

０７２-７６３-３４０２

　従来のビジネスモデルとしては、保有する知的財産に基づく技術により、商材としての素材の販売、および製品のODMを
事業としていたが、新しい知的財産の活用法として、技術を知的財産ごと販売するビジネスモデルを取り入れている。
　また、素材のバックストーリーや他との差別化が非常に重要であり、日々積極的に取り入れ、コスメにエンターテインメント
性を持たせるコスメテインメントの理念のもと商品開発に取り組んでおり、このような考え方に技術と知的財産を合わせた
ビジネス展開を行っており、その成果の１つとして、「海藻ゲルカプセル」という商品がある。

　コスメ市場として、２０歳代の市場から５０歳代以降の市場の移り変わりに合わせ、ターゲット市場の転換を図っている。
　その第一歩として、平成２６年度には京都市による京都発革新的医療技術研究開発助成事業の採択により「介護環境改善
の為の新ボディ洗浄剤の開発」に取り組み、ピーリング剤の応用展開を図っている。
　上記の考え方としては、知的財産を確保してからの事業展開ではなく、プロジェクトや商材、市場が動き、データを取得し
た後、知的財産を確保し、これらをセットでOEMする新しいビジネス展開に挑戦している。

　知的財産の取得には、ビジネスとして戦略的に取り扱う必要がある。
　知的財産がある事が前提で、ビジネスを展開した場合、市場のニーズをつかめない場合がある。データを取得した後に知
的財産を活用するのも１つの有効な戦略であると考えている。
　具体的には、販売する商品をリアルに想像し、その販売を考える際に「知的財産がどう武器として使えるか」といった順序
でプロジェクトを創出すると、市場ニーズをおのずと重視し、これが有効な戦略になりえると考えている。

所 在 地

創立年月日 資 本 金 従業員数

TEL&FAX

代 表 者

知的財産の創出や活用に関する取組

起業を目指す人への知的財産に関するアドバイス

知的財産活用事例

　三粧化研株式会社は、「コスメ」の開発・製造・販売という一連の過程を通じて、カスタマーと楽しさや驚き、感動を共有
する「エンターテインメント」を追求する「コスメテインメント」の理念の下、日々移り変わるコスメ・トレンドの中で、常に
ユーザーに共感を得られるコスメの開発に取り組んでいる。
　その代表商材として、ピーリングジェルと海藻ゲルカプセルがあり、これらの技術、製品を基に自社製品および、販売の
デザインも共に提供する意味を込めたODM（OEM）ビジネスを展開している。

事業内容

海藻ゲルカプセル

第2章　バイオベンチャーの知財取組事例
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株式会社 ジーンデザイン

大阪府茨木市彩都あさぎ7-7-29

代表取締役　湯 山  和 彦 2000年12月20日 5,000万円 58人

072-640-5180

http://www.genedesign.co.jp/

072-640-5181

　株式会社ジーンデザインは、大阪大学、東京大学、京都大学、産業技術総合研究所、理化学研究所等のアカデミアから最新の
技術及び特許実施権の導入を行い、新規核酸製造技術を通じて新たな製品開発を進めている。東京大学からは、既存の
miRNA阻害剤に比べて著しく低濃度で阻害活性を示すS-TuD（Synthetic Tough Decoy：スタッド）の製造販売に関する
実施許諾を受け、京都大学からは、様々な生物現象や病気などに関わるエピジェネティクスの研究で使用される部位特異的
DNAメチル化検出プローブであるICONプローブの製造販売に関する実施許諾を受け、産業技術総合研究所からは、オリゴヌ
クレオチド3’末端修飾の効率を向上させる3'-Amino CA Linkerの製造販売に関する実施許諾を受け、それぞれ製品化して
いる。また、国内外の企業からのライセンスインも行っており、米国Alnylam社からはsiRNAの製造販売、デンマークExiqon
社からは人工核酸LNAの製造販売、米国Invitrogen/Molecular Probe社からは蛍光ラベル用Alexa標識核酸の製造販売、
日本の株式会社BNAからは人工核酸BNAの製造販売に関する実施許諾を受けて製品化している。

　株式会社ジーンデザインはこれまでに蓄積してきた核酸合成に関するノウハウを活用して、日本初の核酸アジュバント開
発プロジェクトに産学連携で取り組んでいる。本プロジェクトではアカデミア治験チーム（Academic Research 
Organization：ARO）を医薬基盤・健康・栄養研究所、大阪大学医学部附属病院、大阪大学微生物病研究所、阪大微研会、
ジーンデザイン社が共同で構築し、ワクチンアジュバントとしてCpGオリゴを利用したマラリアワクチンの研究開発を進めて
いる。本プロジェクトにおいてジーンデザイン社は、臨床試験で使用されるCpGオリゴを同社の治験薬GMP製造施設にて
GMP基準下で製造し、大阪大学医学部附属病院で実施される医師主導型臨床試験に供与している。
　同社はこれまでは大学等の特許を導入し製品を製造販売することに主眼をおいていたが、今後は自社の独自研究を加速
させ、オリジナル製品に繋がる自社特許を創出する取り組みに注力する計画である。

　有望な技術シーズの特許があったとしても、それだけで事業が成功するわけではない。特許をいかにして収益に繋げるか
を十分に考える必要がある。また、特許も重要だが、ベンチャー単独での開発が難しいケースも多いため、大学等と産学共同
のプロジェクトに取り組み、開発項目を増やして技術の進歩を加速化させることも有効。ただし、その場合であっても、自社が
競争優位性をもつ独自技術をベースとして持っていることが前提である。

所 在 地

創立年月日 資 本 金 従業員数

TEL&FAX

代 表 者

知的財産の創出や活用に関する取組

起業を目指す人への知的財産に関するアドバイス

知的財産活用事例

　株式会社ジーンデザインはsiRNA、アプタマー、デコイ核酸、CpGオリゴ、ア
ンチセンスなど多様な核酸医薬について、初期探索段階から臨床試験までを製
造支援する目的で設立されたバイオベンチャーである。現在では核酸医薬開発
にかかわるCRO（医薬品開発業務受託機関）、CMO（医薬品製造受託機関）とし
て活動領域を広げるとともに新規製法開発にも積極的に取り組んでいる。個々
の顧客に応じた製造開発を行う中で得られた製法の改良等は社内ノウハウと
なっており、RNA合成の歩留まり改善、PEG化、リボン型デコイ核酸の製法改
良、DNAオリゴマーの配列解析手法の構築などに活用している。2010年には
核酸医薬の無菌製剤を供給可能とする治験薬GMP製造施設を彩都バイオイノ
ベーションセンター内に構築し、核酸医薬の医薬品製造業許可を国内で初めて
取得した。2013年には関西イノベーション国際戦略総合特区の認定を受け、彩
都ライフサイエンスパーク内に核酸医薬CMCセンターを建設し、核酸医薬原料
の製造プロセス・製造技術の開発、原料・製品の品質保証などを行っている。

事業内容

核酸医薬CMC研究
センター

核酸合成装置

液体クロマトグラフィー

第2章　バイオベンチャーの知財取組事例
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株式会社 ジェイテック

大阪府茨木市彩都やまぶき2－4－35

代表取締役　津 村  尚 史 1993年12月21日 13,924万円 23人

072-643-2292

http://www.j-tec.co.jp/

072-643-2391

　最先端の放射光施設で要求される非球面形状をナノレベルの形状精度で加工するためには、加工技術に加え、加工した
形状を高精度に計測する技術も重要である。株式会社ジェイテックの加工および計測技術は、大阪大学で開発された「ナノ
加工技術：EEM」と「ナノ計測技術：MSI/RADSI」に基づいているが、知的財産に関しては、加工と計測で対応を変えてい
る。加工に関しては、大阪大学の基本技術とともに、同社が長年蓄積してきた製造ノウハウも必要であり、このノウハウは他
社が容易に真似できるものではなく、開示する必要性もないため、特許出願は基本特許のみに留め、周辺技術はノウハウと
して秘匿する戦略を取っている。一方、計測に関しては、大阪大学の基本技術をベースに上記加工法に適した高度な計測技
術を開発しているが、同社ミラーの非球面精度の高さを顧客に理解してもらうには、その計測方法も十分に説明しなければ
ならず、その過程で独自の計測技術の情報を開示せざるを得ない。つまり、計測技術に関しては社内ノウハウとして秘匿し続
けることが不可能であるため、基本特許だけではなく周辺特許も出願する戦略を取っている。

　現在X線ナノ集光ミラーに関する特許は国内18件、海外13件（うち出願中8件）、自動細胞培養装置については国内6件
（うち出願中2件）であり、いずれも今後増加する見込みである。株式会社ジェイテックでは、現在の両事業とも知的財産を経
営の根幹をなすものとして重要視しており、社長、技術顧問、特許顧問による特許戦略会議を適宜開催し、知的財産の取り扱
いに関する方針・戦略を策定している。特許出願をする際には、自社の技術や事業戦略を熟知する特許顧問が明細書の作成
などを行い、事業にマッチした戦略的な権利取得が可能な体制を整えている。なお、製品の商標についても同様で、簡易型
ES/iPS細胞用自動細胞培養装置「CellPet®」やX線ナノ集光ミラー「OsakaMirror®」など6件を登録している。

　技術志向の企業であれば、事業戦略においてキーとなるコア技術は特許として抑えるべき。特許出願は大学との共願になる
ケースもあるだろうが、その際には大学の研究者や産連本部などとのコミュニケーションが重要になる。学会発表と特許出願の
タイミングといった直近の課題だけでなく、たとえば独占か非独占的権利許諾かなど将来の事業化後に想定される課題につい
ても、企業と大学の互いの立場を理解し合いながら十分に話し合い、将来のトラブルの芽を早めに摘んでおくと良い。

所 在 地

創立年月日 資 本 金 従業員数

TEL&FAX

代 表 者

知的財産の創出や活用に関する取組

起業を目指す人への知的財産に関するアドバイス

知的財産活用事例

　株式会社ジェイテックは設立当初より、自動細胞培養装置等バイオ研究支援機器をオーダーメイドで構築し、製薬企業
等に納入してきた。最近はiPSアカデミアジャパン（現iPSポータル）と共同で、iPS/ES細胞用自動細胞培養装置
「CellPet®」を開発し、販売開始した。また産業技術総合研究所（筑波）と共同開発した3次元細胞培養システムを用い
て、軟骨再生の前臨床研究を横浜市立大学や大阪大学と推進し、またさらに大量培養への展開もはかり、再生医療、創薬
への事業展開に注力している。
　同社は、放射光施設等で使用される世界トップのナノ集光を実現する超高精度の非球面集光ミラー「OsakaMirror®」
も開発しており、硬X線の世界最小集光径を達成している。同社のミラーは大阪大学と理化学研究所の研究成果をもとに
製造しており、国内のSPring8やSACLAをはじめ世界各地の先端的大型放射光施設や自由電子レーザー施設に多数納
入されており、結晶化が難しい膜タンパク質の構造解析など最先端の創薬研究の発展に大きく貢献している。
　2014年には関西イノベーション国際戦略総合特区の優遇措置を受け、彩都地区に自社の研究開発センターを建設
し、そこへ彩都バイオインキュベータ内のラボを移設して研究・開発・製造の体制を拡充させた。

事業内容

第2章　バイオベンチャーの知財取組事例
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株式会社 植物ハイテック研究所

奈良県生駒市高山町8916－12 高山サイエンスプラザ内

代表取締役社長　西 永  正 博 2004年4月13日 2,250万円 8人

０７４３-７２-５８５０

http://www.phit.co.jp/

０７４３-７２-５８５１

　株式会社植物ハイテック研究所の事業は大学の研究過程で創出された知的財産の普及促進を図るもので、ベースとなる
技術は大学が保有しており、同社は特許権の実施許諾を受けて事業化を行っている。大学の知的財産を活用する事業は、市
場性や技術・製品の優位性を検討し、事業化の可能性を判断したうえで実施許諾を受けて取り組むことができる。つまり、出
願から権利化にかかるまでのまとまった費用を支出せずに取り組むことができ、一般の研究開発型企業と比較して初期投資
を抑えて事業運営を行うことが可能となる（ただし、他企業が先行して当該権利の実施許諾を検討していないか十分注意を
払う必要がある）。このように、事業性の判断を行った後で実施許諾を受けることで、事業初期の資金的課題を軽減して取り
組むことができた。これら知的財産は、例えば機能性食品や化粧品事業の基礎技術として活用している。

　大学発ベンチャーの特徴の一つが、知的財産の帰属である。株式会社植物ハイテック研究所の役員は大学研究者として
の立場を有しており、メンバーが関与する知的財産については大学が権利を有しているものとの判断で進めている。大学が
保有する権利については、どのタイミングで実施許諾を受けるのかが知財戦略の一つの柱になっている。事業化段階でこれ
ら知的財産の利用が必要な場合は実施許諾を受ける形をとることになるため、市場環境と研究開発の進展を絶えず確認し
ながらタイミングを判断している。
　一方、基礎技術を活用した応用技術や利用技術に関するもの、あるいは、同社オリジナルの開発で、大学が関与していな
いことが明白なものについては、同社単独で出願する形態をとっている。研究テーマごとにどの立場で研究者が関与するか
をあらかじめ決めることで、事業における知的財産のあり方を明確にして進めている。

　大学の保有する技術を活用して起業するのか、自身の技術で起業するのかによって方針は異なる。事業推進には当然のよ
うに「知的財産は押さえているんですか」と聞かれるのでその対応を考えて進めていただきたい。知財戦略は営業戦略に大
いに影響を与えるので、十分検討して進めていただきたい。
　さらに言えば、知的財産に対しての取り組みの結果が事業の推進に大きな影響を与えることから、相談する特許事務所等
については、そのビジネスを十分理解し精通したところを選んでほしい。

所 在 地

創立年月日 資 本 金 従業員数

TEL&FAX

代 表 者

知的財産の創出や活用に関する取組

起業を目指す人への知的財産に関するアドバイス

知的財産活用事例

　株式会社植物ハイテック研究所は奈良先端科学技術大学院大学の８名の教授を中心に設立された植物の機能に着目
した大学発ベンチャーである。事業としては、①機能性成分を豊富に含む「カラハリスイカ」に関するもの、②植物の生産
性を向上させるもの、③葉緑体形質転換法を利用して機能物質を産出するもの、および④オタネニンジン苗の生産等の
その他事業に関するもの、を実施している。
　①「カラハリスイカ」に関する事業は、大学によって解明された含有するシトルリン等の機能性物質の抗酸化性が高いこ
とをベースに、機能性食品や化粧品およびそれらの原料としての販売展開を実施している。②は、遺伝子組み換え技術に
よって、光合成促進・根成長促進の遺伝子を組み込んだジャガイモを創出し、食糧需要が増加する海外での事業展開を進
めている。③ヒトチオレドキシンに着目し、これらの産出を目的として、レタスについて葉緑体形質転換をおこない、生産の
検討を行っている。

事業内容

第2章　バイオベンチャーの知財取組事例
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ストレックス 株式会社

大阪府大阪市中央区南船場2－7－14 大阪写真会館３階

代表取締役　石 田  敬 雄 2003年10月30日 1,500万円 6人

０６-６２７１-９３７３

http://strex.co.jp/

０６-６２７１-９３７２

　ストレックス株式会社は創出した技術あるいは知的財産を、出願し権利化していく分野と、それをせずに販売展開に注力
する分野とを明確に区別して進めている。市場が大きくまた市場導入が進みにくい分野に関しては、権利化を行うことで
マーケットの確保に努めている。一方、他社が模倣しようとしない市場などに対して、権利化のために経営資源を割くよりも、
採用実績を創り出すことに注力するほうが事業化を成功に導きやすいためである。実績を作った後は、一気に横展開するこ
とで当該市場のほぼすべてを占有することが可能になる。iPS等ステムセルの凍結保存用フリーザーについては、後者の考
え方で取り組みを行うことで、速やかな事業化に成功し１００％に近いシェアを確保することが可能となった。

　ストレックス株式会社では、自分自身のアイデアを実現した成果が知的財産であり製品であるので、日常の活動がすべて
知的財産の創出につながっているものと考えている。これら知的財産については特許出願を行って権利化していくものと、
権利化せずに販売展開を進めるものとを明確に区別して取り組みを行っている。これは、権利化にかかわる経営資源（時間・
コスト）と権利によって独占できる市場とを絶えず比較判断して進めているもので、当社の経営の根幹をなすものである。
　権利化が必要な場合には、創業以来継続して相談している特許事務所からのアドバイスも受け、出願権利化を図ってい
る。権利化を行わないものについては、ある程度の模倣を許容しながらも、それを凌駕する機能の開発に努め、継続した優位
性を発現できるよう取り組んでいる。

　まずは事業性を考えて取り組みの方針を決めていただきたい。権利化するには時間もコストもかかるので、市場規模に応
じて権利化すべきなのか、権利化せずに販売展開に進めるのかを判断することが非常に重要である。
　また、目指すべき先として位置付けた夢のある領域に関しては、権利確保をして進めるべきで、自社の経営方針、事業展開
のロードマップに合わせて、自らの意思で権利化していくかを判断してもらいたい。

所 在 地

創立年月日 資 本 金 従業員数

TEL&FAX

代 表 者

知的財産の創出や活用に関する取組

起業を目指す人への知的財産に関するアドバイス

知的財産活用事例

　ストレックス株式会社は、①細胞に物理的刺激を負荷して生体内環境と同等の環境下で培養する仕組み、②各種細胞を
効果的に凍結するためのプログラムディープフリーザーの開発・販売展開、を実施する企業である。
　①細胞への物理的刺激の負荷については、名古屋大学大学院医学研究科での研究成果を基礎に発展させたもので、細
　　胞に伸展・圧縮刺激を加えながら培養することで、生体内に近い環境下で培養を行うものである。この技術は基礎研
　　究・再生医療分野における細胞の変化・応答が観察できる装置として開発・販売展開を行っている。
　②細胞凍結装置は、ES細胞、iPS細胞をはじめとして、精子や卵細胞あるいは臍帯血等を液体窒素なしで-80℃まで冷
　　却し凍結できる卓上型装置であり、細胞へのダメージを低減して生存率を高める装置として評価されている。

事業内容

第2章　バイオベンチャーの知財取組事例
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株式会社 トランスジェニック

36人

http://www.transgenic.co.jp/

　トラップ技術関連の遺伝子破壊マウス作成技術やGANPマウス技術の知的財産は共にブランドイメージ構築のために生
かされている。これらは特にシーズ探索のために使用される川上の特許のため、知的財産自体のライセンスアウトで多くの
利益を得るのは難しいが、知的財産により先行して市場を形成しておけば特許が切れたとしても技術的に他の追従を許さな
い。マウスの作成においてはノウハウと熟練度が遺伝子改変マウス樹立の確率を左右する。また、抗体製品においては、製品
が流通するまでに研究機関での論文発表などで有用性が周知され、広がりを見せるまでにかなりの時間を要する。マウス作
製技術関連特許、GANPマウス抗体作製関連特許、いずれも収益化に寄与するという視点で取捨選択している。
　知的財産の収益化という点では、GANPマウスで作製した抗体やバイオマーカーなどは、特許に基づくロイヤリティ収入
確保として有用である。しかし、商用化を目指す企業にとってはひも付きの契約に対して難色を示すことが多い。また、特許
を有していない国や地域においては、同社開発の抗体の使用権をライセンスしてのビジネス展開が可能で、希望するモノク
ローナル抗体を産生するハイブリドーマを維持したまま、使用権及び抗体の有償提供で収益化を図っている。

　マーケティングを見据えた特許網を構築すべく研究開発、事業計画と融合させた特許戦略を展開し、企業の製品開発にお
いては遺伝子から臨床試験までを網羅する創薬トータル支援事業の展開を目指し、プロダクトミックスで収益を上げていく
モデルを構想している。
　その間、積極的なライセンスアウト、ライセンスインを通じて収入の増加だけでなく事業の優位性を確保しつつ、長期的な
知財戦略を実行している。
　知的財産は経営企画室が一元管理、技術情報管理に関しても指針の確立に努め細心の注意を払っている。全社員に対し
て知的財産教育を徹底し、機密情報の漏えい防止や情報のコンタミネーションの防止に努めている。職務発明に関しても報
奨制度・社内規程を策定し自社内発明を奨励している。

　特許に関しては大手と違い経営資源に限界があるバイオベンチャーが継続的な成長・発展を遂げるためには、経営理念が
共有でき、相互に事業補完が可能な企業との連携が必要であり、あくまで実用化を見据えたものを構築するべきである。関
係する企業TOPと機会をとらえて話をすることが必要。

知的財産の創出や活用に関する取組

起業を目指す人への知的財産に関するアドバイス

知的財産活用事例

本社：福岡市中央区天神二丁目3番36号 ibb fukuoka2F ／ 神戸研究所：兵庫県神戸市中央区港島南町7－1－14

代表取締役　福 永  健 司 1998年4月21日 255,000万円

所 在 地

創立年月日 資 本 金 従業員数

本社：092-288-8470　神戸研究所：078-306-0590 ／ 本社：092-288-8473TEL&FAX

代 表 者

事業内容

　株式会社トランスジェニックの事業は４つの柱によって構成さ
れており、全ての事業において昨年度、黒字化を達成している。
　第一としてのジェノミクス事業においては、コンベンショナル
ノックアウトマウス、コンディショナルノックアウトマウス、ノックイ
ンマウス、トランスジェニックマウスなどの遺伝子改変マウスの作
製受託のパイオニアとして市場を牽引している。
　第二にCRO事業GLP及びGCP遵守の受託研究機関として、小
動物、遺伝子改変マウスから大動物を用いて幅広い薬効薬理試
験、安全性薬理試験、薬物動態試験などの非臨床試験受託。
　第三に先端医療事業　遺伝子解析受託サービス、遺伝子解析
技術と病理診断技術を融合させた分子病理解析、タンパク質定量
解析等を提供し、個別化医療に向けた創薬支援。
　第四に病理診断事業　年間十数万件の病理細胞診を実施して
いる経験豊かな常勤認定病理医が、グローバル基準の認定
（CAP）施設での質の高い病理組織診断。

研究機関とのかかわり

研究開発

プロセスへのかかわり

第2章　バイオベンチャーの知財取組事例
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中野ＢＣ 株式会社

和歌山県海南市藤代７５８－４５

代表取締役社長　中 野  幸 治 1961年11月 8,000万円 193人

０７３-４８２-１２３４

http://www.nakano-group.co.jp/index.html

０７３-４８２-２２４４

　中野BC株式会社の知的財産に関する取り組みは、食品総合研究所との連携の中で基礎が培われた。梅の機能成分であ
るムメフラールは同所が発見したもので、その内容について問い合わせしたことをきっかけに連携がスタートしたものであ
る。この物質特許は食品総合研究所が有するもので、その実施許諾を受けるための体制づくりとして、知的財産に関する基
礎的知識の獲得および知的財産に関する契約についての考え方の整理を行うことができた。
　この物質特許の許諾を受けることで、販売に関して大きな後ろ支えができ、梅エキス販売に関しては後発であったものの、
展開を図ることができる大きなツールとなった。また、研究機関との連携の中で構築できた機能成分に関する分析手法につ
いては、商品の特徴を訴求できる大きなツールとなり、商品の優位性を示すツールとして活用できた。
　さらに、自社の知的財産だけでなく他社の知的財産を意識した開発姿勢が構築できたことにより、優位性をさらに発揮す
るために、いかに開発していく必要があるかとの思いを共有することができ、研究開発をさらに加速する原動力となった。こ
れら知的財産は、機能性食品事業の基本技術として活用が継続されている。

　梅エキス事業の取り組みの初期から、商品の優位性と知的財産との関係が意識できたことにより、知的財産に関する専門
チームを構築して研究開発に取り組んでいる。この専門チームは、県の助成事業である、弁理士の方を定期的に派遣いただ
ける事業を活用して体制構築できたもので、単に出願・権利化だけでなく、知的財産の考え方や社内の体制づくりにおいて
も知的財産の専門家のアドバイスを受け、知的財産に関する教育を充実させている。
　開発で見出された知的財産に関しては、出願すべきか、ノウハウ化するか、あるいは公知化を図るかについての判断を行い、
特許として出願する場合は、知的財産の創出に関わった担当者が明細書レベルに落とし込めるまで到達している。

　開発・事業化にスピード感をもって取り組んでいただきたい。知的財産の内容によって、出願して権利化を図るのか、ノウ
ハウとして秘匿するのかを考えていくことが必要である。出願して権利化を行う時の判断基準としては、権利侵害を確認し排
除する手立てがあるのかどうかということであり、知的財産が実施される状況を想定して対応していただきたい。

所 在 地

創立年月日 資 本 金 従業員数

TEL&FAX

代 表 者

知的財産の創出や活用に関する取組

起業を目指す人への知的財産に関するアドバイス

知的財産活用事例

　中野ＢＣ株式会社は、日本酒・焼酎等のアル
コール飲料の製造販売を通じて、人々のおいしさ
と笑顔に貢献している企業である。また、伝統に
培われた技術を用いて、和歌山県特産の農作物
を高度利用し、人々の健康に寄与できる機能性素
材の開発にも注力している。
　和歌山県特産の農産物としては、「梅」を素材と
した梅果汁、梅肉エキスの製造販売や、「温州青
みかん」を素材とした機能性食品の製造を行い、
梅エキスに関しては、農林水産省食品総合研究所
と連携を行う中で、機能成分であるムメフラール
の定量化に成功し、含有量を管理した製品を供給
することに成功した。さらに、近年、梅の実の未利
用成分の新たな機能性に着目することで、梅エキ
スの錠剤化に成功し、１００％梅原料を使用した、
「梅真珠」を開発し、展開を行うなど「食」を通じて
社会に貢献できる「もの造り」を図っている。

事業内容

当社が製造販売する
アルコール飲料

梅を活用した機能性製品

100%梅原料を使用した
「梅真珠」

第2章　バイオベンチャーの知財取組事例
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日本アドバンストアグリ 株式会社

滋賀県長浜市末広町617－1

代表取締役　辻   　昭 久 2006年4月3日 4,500万円 6人

０７４９-５３-０１０１

http://www.adv-agri.co.jp/

０７７-５８８-６１２２

　日本アドバンストアグリ株式会社のテーマである『次世代の農業から「健康と美容」を科学する』という事業は、グループ会社
であるツジコー株式会社と共同で実施している。事業にかかる技術開発（装置・設備の開発、栽培技術の開発）はツジコーが担
い、それらを用いた生産と事業展開は同社が担う形にそれぞれの企業が担う事業の特性に合わせて区分している。知的財産に
関しての区分も同様に、装置を含めた生産に関する知見はツジコーが主となって知的財産化を促進し、事業展開で必要な商品
ブランドの確立のための活動（商標の取得・維持）については同社が主となって実施している。
　このように、グループ間で知的財産における役割を明確にすることで、それぞれの主体的な活動に繋がるとともに、大学や公
的研究機関との連携もスムーズに実施できる。また、出願における費用負担の課題もクリアすることができ、開発と権利化の促
進につながることが可能となっている。これらの知的財産は、機能性野菜の栽培に活用され、健康食品事業の基本技術の一つと
なっている。

　これまで技術開発について、大学や公的機関に相談し、連携先を見つけることで、実施してきた。それらの取り組みについては、
国の補助金等を活用し、開発活動の中で得られた成果が知的財産として蓄積されてきた。また、それら成果の事業化の取り組み
の中では、他社との連携も行っており、それぞれの経験と試験を持ち寄ることで新たな知的財産の創出につながっている。
　これら知的財産の権利化するかどうかについては、その内容から判断し、栽培技術や生産技術など製造プロセスにかかる部分
や、購入した設備や装置の運転パラメーターについては、特許性の視点や侵害の認定の難しさからノウハウとして秘匿することに
している。
　今後、事業拡大を行う上で海外展開も視野に入れているが、海外で事業を実施するためには少なくとも特許を保有しているこ
とが必要と考えており、海外出願も含めた取り組みを進めている状況である。

　特許出願・権利維持には大きなお金と時間がかかるため、費用対効果を十分考えて進めるべきである。特許は出願するだ
けでは意味がなく、どう活用していくかまで含めて検討することが必要と考える。さらに言えば、事業化するうえにおいては、
ブランド作りを目指した活動を意識して進めていくほうが成功の可能性が高い。

所 在 地

創立年月日 資 本 金 従業員数

TEL&FAX

代 表 者

知的財産の創出や活用に関する取組

起業を目指す人への知的財産に関するアドバイス

知的財産活用事例

　日本アドバンストアグリ株式会社は『次世代の農業から「健康と美容」を科学する』をテーマに、人工光を用いた機能性
野菜の栽培技術を活用して、アイスプラント（商品名「ツブリナ」）や塩生プルピエ（商品名「ロザリナ」）の生産販売と、これ
ら機能性野菜を利用した健康食品事業を展開している。
　機能性野菜の栽培は、独自の照明技術（HEFLや３波長ワイドバンドLED）を応用した植物工場で行い、植物にとって好
適環境とストレス環境を特定のバランスで制御することで、生育を促進しながら、かつその植物が本来持つ栄養を大幅に
高めることに成功した。
　同社が生産する「ツブリナ」には、インスリン抵抗性を緩和する「ピニトール」が含まれ、この成分を用いた栄養補助食品
として「グラシトール」を販売している。また、「ロザリナ」にはアレルギーを緩和するα-リノレン酸が豊富に含まれており、
この野菜粉末は栄養補助食品「アレルバリア」として製品化している。

事業内容

第2章　バイオベンチャーの知財取組事例
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株式会社 ニューロゲン

大阪府茨木市中穂積１－１－５２－２０１

代表取締役社長　中 村  敏 一 2009年9月7日 300万円 3人

072-646-5463

http://www.neurogen.co.jp/

072-646-5463

　現在市販される健康食品や化粧品の中には、有効成分の効果に科学的根拠（エビデンス）が乏しく疑問符がつくものも
多々見られる。それに対し株式会社ニューロゲンは、エビデンスのある健康食品・化粧品を世の中に提供することを旨として
おり、大阪大学でのHGFに関する長年の基礎研究に基づいて商品開発を進め、細胞や動物での実証実験の結果を学会発表
や学術論文で積極的に公開している。ただし、学会には競合他社も参加するため、学会発表をきっかけに競合他社が同じコ
ンセプトの商品開発を開始するリスクがある。そこで、自社の技術を守るために発表前に特許出願を済ませ、競合他社の動
きを牽制するとともに、他社が製品化する段階で特許権を行使できるように予め対抗策を講じている。特に健康食品・化粧
品の分野は類似品が出やすいので、他社に対する参入障壁として特許出願をすることは事業にとって効果的であり、ライセ
ンスビジネスを展開する上でも、また商品の値崩れを防止する上でも重要であると考えている。

　特許は単に出願すればよいのではなく、中身を十分考えて精査するという意識が高い。新たな発明・発見があった場合に
は、それをどのような特許で抑えれば事業戦略上最も有効かを十分に吟味し、特許明細書を作成する。そのためにも、社長を
はじめとした主要メンバーは特許に精通しており、特許明細書の原案は自社で作成する。その上で、弁理士に特許明細書の
ブラッシュアップを依頼しており、特許へのこだわりは人一倍強いといえる。同社が依頼する弁理士は、社長が大阪大学の教
員時代から長い付き合いのある方で、同社の技術や事業を十分に理解しており、同社の信頼が厚い方である。そのような弁
理士を一朝一夕に見つけることは容易でないかもしれないが、互いに気心の知れた信頼できる協力者になってもらえれば、
的確なアドバイスをタイムリーに受けることができ、特許戦略の立案・遂行上、大きなメリットとなる。

　経営者や研究者にとって、特許に対する姿勢が重要である。つまり、特許の扱いを弁理士に任せっぱなしにせず、自社の事
業戦略に則した効果的な知的財産を創出するために、場合によっては自らが明細書の原案を書くくらいに積極的に関与し、
その上で弁理士と活発なディスカッションをすると良い。

所 在 地

創立年月日 資 本 金 従業員数

TEL&FAX

代 表 者

知的財産の創出や活用に関する取組

起業を目指す人への知的財産に関するアドバイス

知的財産活用事例

　HGF（肝細胞増殖因子）は、組織再生や修復に働く内因性のタンパク質であり、認知症をはじめ様々な神経変性疾患の
予防および治療に有効である。臓器・組織に傷害が加わると生体内にあるHGF誘導因子が働いてHGFの産生量が高ま
り、それにより増加したHGFによって組織の再生・修復が進む。株式会社ニューロゲンは、HGF研究に関する多くの基礎
データの蓄積があり、各種のHGF産生細胞株や特異抗体等の実験ツール、実験技術を確立している。
　HGFの産生に寄与するHGF誘導因子は体内物質だけでなく、食品や薬草など天然物にも存在することが知られてお
り、同社ではこれまでの研究の知見を活かし、天然物に含まれるHGF誘導因子を探索し、難治性疾患の治療薬、発毛剤や
歯周病予防などの医薬部外品、アンチエイジング効果（美白、しわ・たるみの改善）をもつ美容品、健康維持のための機能
性食品などの研究開発に取り組んでいる。2013年からは彩都バイオイノベーションセンター内にラボを設け、研究開発
を加速させている。

事業内容

第2章　バイオベンチャーの知財取組事例
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ネオケミア 株式会社

兵庫県神戸市中央区御幸通り４丁目２番２０号

代表取締役　田 中  雅 也 2001年5月22日 9,200万円 10人

078-252-3107

 http://www.neochemir.co.jp.

078-252-1916

　CO2を経皮吸収させた時の効果に関しては30年ほど前、炭酸ガス入浴剤を高濃度に溶かしガーゼに浸して褥瘡にあてる治
療を行っているという噂を聞き、台所で自分で試して実際血行がよくなることを実感し、CO2の研究を始めた。
　通常CO2は水には0.2％程度しか溶けないが、自社開発した炭酸ガス吸収促進剤を皮膚に塗ると、ラットの皮膚ではその
240倍以上のCO2を吸収させることができる。これらの特許を元に現在はCO2治療器として神戸大学と共同研究をしており、
難治性骨折とポストポリオ症候群の２件の臨床治験を行っている。
　また、経皮吸収のメカニズムを解明し、CO2だけでなく新しい経皮吸収剤の開発を行い医薬品、化粧品分野に進出している。

　神戸大学との研究で炭酸ガスを有効成分とする「筋力増強・低下防止剤」として、基本特許を取得し、スポーツ能力向上だ
けでなく、メタボリック症候群やロコモティブ症候群改善にも効果が期待される。CO2の経皮吸収によりミトコンドリアを増
加させる働きがあることもわかってきた。この効果によりがん細胞選択的アポトーシス誘導作用があることを発見し、神戸大
学とともに二酸化炭素外用投与装置の開発を進めている。
　熱力学的DDSは経皮的薬剤浸透技術として位置づけ、新しい薬剤の経皮吸収に取り組んでいる。水溶性のものであれば
ほぼ問題なく発疹、発赤なしに経皮吸収させることができることから、新しい薬剤吸収方法として、医薬品、化粧品へと応用
の幅を広げている。
　基本特許から応用周辺にかかる特許を出願し権利を保持している。大学とは共同研究契約に出願を済ませてから学会発
表や論文投稿する仕組みを盛り込み、運用している。

　進化のプロセスから考えると、頭を使うことは指を動かすこと、医療機器や薬剤の開発はモノづくりが最初にあるべきで、
試作に力を入れることが大切。
　この研究がモノになる（間違いない）と信じたら周りを引き込むカリスマ性が経営者には必要で、「自」分を「信」じること、
すなわち「自信」が大切である。大学との共同研究成果は、まず特許性を検討し、出願を行うようにしている。

所 在 地

創立年月日 資 本 金 従業員数

TEL&FAX

代 表 者

知的財産の創出や活用に関する取組

起業を目指す人への知的財産に関するアドバイス

知的財産活用事例

　褥瘡や創傷、レイノー病などの治療に血行を改
善させることが効果的だが、炭酸ガスは血管拡張
作用とBohr効果などにより、血管を拡張させ血行
を改善させる事で酸素供給量を増加させることが
知られている。そのままでは経皮吸収されない炭
酸ガスだが「炭酸ガス吸収促進剤」を開発して炭
酸泉の240倍以上の経皮吸収に成功し、神戸大
学との共同研究で、筋力増強や骨折治癒・リハビ
リ促進効果に加え、癌細胞特異的アポトーシス誘
導作用による抗腫瘍作用等の新規作用を発見し
た。副作用がなく、難治性骨折とポストポリオ症候
群では既に神戸大学医学部附属病院で治験が行
われて成果を上げ、がん治療も計画されている。
　また、乾燥した皮膚に水分を留めバリア効果を
高めることで、べたつかずに強力な保湿効果が得
られる、アトピー性皮膚炎等に対する新しい外用
剤の開発も行っている。

事業内容 研究開発モデル

第2章　バイオベンチャーの知財取組事例
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バイオアカデミア 株式会社

大阪府茨木市彩都あさぎ7-7-18 彩都バイオヒルズセンター301号

代表取締役社長　品 川  日出夫 2005年7月1日 6,200万円 7人

072-643-4660

http://www.bioacademia.co.jp/

072-643-4701

　日本のバイオメデイカル分野の研究は質・量において世界の一流のレベルに達している。しかし、その研究を支える研究用試
薬、臨床診断薬、創薬開発支援のためのアッセイキットなどの大部分は外国製品に頼っている。そこでバイオアカデミア株式会
社は、日本の大学・研究機関の多数の研究者とのネットワークを活用し、日本の優秀な研究者の研究室に眠る有用な研究成果
有体物を発掘して商品化し、世界のマーケットに販売する事業を展開している。同社が扱う研究成果有体物としては、医学・生物
学の研究に有用なタンパク質・抗体・ハイブリドーマ・組換えタンパク質発現系など多岐にわたるが、それらを販売するにあた
り、大学や研究機関等との間でMTA（研究成果有体物移転契約）を結んでいる。販売は、直売・小売業者・問屋・海外バイオ試薬
メーカーなど複数のチャネルを組み合わせて利用している。現在、海外向けの売上が60%を超えたが、今後更に増やしていく
方針である。

　バイオアカデミア株式会社の事業はこれまでは研究成果有体物の導入が主であったが、同社独自のバイオエタノール用優良
酵母について国際特許を取得するなど、自社の研究シーズに基づく新規事業にも力を入れている。文部科学省支援のポスドク・
インターンシップ制度を利用して、博士人材を採用しており、大学等との共同研究を拡大できる体制を整え、今後ますます共同
研究を増やす方針である。現役の大学教授および定年退職した大学教授を外部から学術顧問として迎えて、研究開発能力・知
財創出能力を高める予定であり、彩都バイオヒルズセンター内の同社ラボでの事業は今後より一層活発になると思われる。

　バイオベンチャーにとって知的財産は重要であり、それを事業としていかに活かすかをよく考えるべきである。自社保有の特
許を活かす事業も一つだが、それに限らず、大学や研究機関の特許を導入して活用する事業も視野にいれると良い。
その他、起業にあたっては下記にも留意すべきである。
1. 設立資金と運営資金の両方を考える。
2. 設立のときから販売できる商品を出していき、キャッシュフローがうまくいくようにする。
3. 販売戦略をしっかりたてる必要がある。良い製品を作って安く販売しても売れるとは限らない。
4. 定年退職教授を採用して、若い社員に技能の継承を図る。

所 在 地

創立年月日 資 本 金 従業員数

TEL&FAX

代 表 者

知的財産の創出や活用に関する取組

起業を目指す人への知的財産に関するアドバイス

知的財産活用事例

　バイオアカデミア株式会社は、大学や研究機関の知財をもと
にした医学・生物学研究用試薬を製造・販売するバイオベン
チャーである。大学等の研究者が自身の研究に使った学術上重
要でユニークな研究成果有体物を多数商品化して、世界中の研
究者に供給している。細菌毒素タンパク質及びそれらの抗体の
ラインアップは世界的にみてもトップレベルである。HIV（エイ
ズウイルス）の組換えタンパク質、特に逆転写酵素とプロテアー
ゼは創薬のターゲットとして活用されている。HIV、C型肝炎ウ
イルス、ヘルペス、インフルエンザウイルス等の抗体のライン
アップも進んでいる。PCR用酵素含む遺伝子工学用試薬は大
学や遺伝子検査会社に業務用として、高品質で廉価で提供して
いる。同社の保有するバイオエタノール生産用優良酵母（特許）
は国内外で産業用にライセンス供与を行っている。その他、
DNA複製・修復・組換え、癌、成長因子、エピジェネティクス等の
研究用のタンパク質や抗体など、世界水準の品質と価格の製品
を数多く揃えている。

事業内容

医学・生物学研究用試薬の例

大学等の研究成果有体物（抗体、ハイブリドーマ等）
の供給スキーム

第2章　バイオベンチャーの知財取組事例
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株式会社 バイオエックス

京都府城陽市寺田今堀１２１－１７

代表取締役　谷　   敏 夫 2001年4月10日 5,250万円 1人

0774-27-2422

http://www.bio-x.co.jp/

0774-54-3561

　株式会社バイオエックスは、大学との共同開発により半導体バイオセンサーを開発するために設立したベンチャー企業で、そ
の成果について大学との共同特許を取得した。これを実用化するためには多くの大学、公設試、企業とのコンソーシアムを通じ
た協力を得、かつ国、地方の委託事業、補助金制度の援助で研究支援用装置「生理活性反応測定装置」の開発に至った。その後
もその協力体制を維持し、補助金等の活用によって研究支援用途から一般市場における現場対応型への応用展開を図ろうとし
ている。この技術を広く市場に展開するためには具体的な用途を持った量産商品として市場に出していく必要があるが、それは
ベンチャー企業には荷が重く、大手メーカーの協力が必要であり、現在そういったパートナーを探している。

　信号累積型ISFETバイオセンサーの技術については注目を浴びており、その特許の使用を希望する複数の企業とライセ
ンス契約を締結している。また当技術の実用化については多くの大学、公設試、企業各方面の協力を得ることができたが、そ
の中心になっているのは公設試である京都市産業技術研究所である。公設試は大学の高度な技術に対する理解と市場現場
の応用に関する情報への精通を併せ持つ、橋渡し的な役割を担っており、ベンチャー企業が大学の研究成果である新しい技
術を実用化する時の相談相手として最適であると考えている。当センサーの価値が最も発揮される応用技術としてATP
アーゼ活性の計測に関する特許を京都市産業技術研究所と共同で取得している。

　開発した技術の特許を取得することはその技術を基に事業を展開する上で重要なことではあるが、一方で維持費の負担
が大きくなってしまう。バイオセンサーのような長期にわたって企業の根幹をなす技術に関しては積極的に特許を取得する
べきであるが、その応用である周辺技術で継続的に事業の中心となるかどうかが判断できない場合は特許申請のみとし、審
査請求をしないということも次善の策として有効である。その目的は公開することにより、自身の特許権は放棄するが他者
も特許にできないようにしておくということである。

所 在 地

創立年月日 資 本 金 従業員数

TEL&FAX

代 表 者

知的財産の創出や活用に関する取組

起業を目指す人への知的財産に関するアドバイス

知的財産活用事例

　株式会社バイオエックスは、信号累積型高感度ISFETバイオセンサーを用い、酵素活性を簡便かつ高感度で測定する
システム、「生理活性反応測定装置」を提供している。このセンサーは酵素反応の結果生じる微小なプロトンの増減（ｐH変
化）を検出する方式で、従来の光学的計測で必要とされる発色のための副反応等が不要であること、あるいはサンプル液
の色や濁りに影響されないため、サンプルの前処理が大幅に簡便化できることから脂肪酸、ポリフェノールなど、従来測定
が困難とされるものを酵素反応を応用して分析することを得意としている。
　また免疫反応と酵素反応の組み合わせにより病原性大腸菌等の測定を簡便かつ迅速に行うことが可能である。
　現在は研究目的の測定装置のみの提供だが、このセンサーはセンシング部分が微小なため、装置の小型化や、マイクロ
流路の検出部としての応用が可能である。このように本測定システムは食品、環境、医療分野等、幅広い分野への適用が
可能である。

事業内容

信号累積型ISFETバイオセンサー 生理活性反応測定装置

第2章　バイオベンチャーの知財取組事例
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Bio-energy 株式会社

兵庫県尼崎市南七松町２－９－７

代表取締役社長　野 田  秀 夫 2001年8月1日 1,000万円 11人

０６-６４１８-０８１０

http://www.kce.co.jp/bioenergy/index.htm

０６-６４１９-８９１５

　Bio-energy株式会社は、大学との連携で研究を進めることが多く、また、事業化においてはグループ企業である関西化
学機械製作株式会社と共同で実施する部分が多いという特徴を有している。一般的に知的財産の権利化にあたっては、費用
負担が大きく経営に与える影響も小さくない。財務的理由から出願を躊躇するケースもあるが、同社においては、グループ
企業の経営資源も活用することで、同社の負担を低減し積極的な知的財産の権利化を図ることが可能となっている。また、
大学との共同研究成果の権利化にあたっては、出願の段階で契約を結び、実施権を独占的に確保することを進めており、応
用研究や事業化を推進しやすい状態を整えている。このように積極的な知的財産の独占的権利化を推進することで、開発し
た技術を広く公開し、事業展開のツールとして活用できている。これら知的財産をもとに、「セルロースからのエタノール製
造」「米からのD-乳酸製造」「バイオディーゼル燃料製造」等への展開を図っている。

　Bio-energy株式会社とグループ企業である関西化学機械製作株式会社とは、将来の事業展開を見越したwin-winの関
係づくりを進めるために、基本的技術開発の主体を同社が担い、事業化においてはグループ企業が装置・設備類の製造販売
を行うという考えのもとに共同で事業を進めている。
　知的財産の創出や活用についても、この考え方のもとに取り組みを行っており、技術開発テーマそれぞれについて両社が
参画して進めている。また、知的財産についても同社とグループ企業の２者が共同で保有する形をとっており（大学等が関与
する場合は３者）、これらの権利化については、技術内容のＰＲツールとしての側面を考慮し、公開すべきものか秘匿しておく
ものべきかを事業面から両者で判断している。

　知的財産の権利化にはお金がかかるので、費用対効果をもとに、出願すべきかどうか検討して対応していただきたい。そ
の意味では、必要なものを見極める力を養成すべきといえる。
　また、技術ができたから起業するのではなく、商品化ができてから起業すべきである。売るものがない状況では、経費の支
出に追われるばかりになり、立ち行かなくなりやすい。

所 在 地

創立年月日 資 本 金 従業員数

TEL&FAX

代 表 者

知的財産の創出や活用に関する取組

起業を目指す人への知的財産に関するアドバイス

知的財産活用事例

　Bio-energy株式会社は、神戸大学及び京都大学の技術を活用した大学発ベンチャーである。ベースとなる技術は、①細
胞表層に機能性たんぱく質を保持する「アーミング微生物」の創出と利用、②酵素法による脂肪酸エステルの生産、である。
　①の「アーミング微生物」技術は、目的の酵素を細胞表面に出現させることで高次の化学反応を一段階で実施できる画期
　　的プロセスを可能とするものである。現在、セルロースからエタノールを製造するプロセスの開発、および、米からD-乳
　　酸を製造する技術の展開を進めている。
　②の技術は、アルカリ法による油脂のエステル交換反応と比較してマイルドな条件で反応を進めることが出来る技術で、さ
　　らに、副生産物であるグリセリンの純度を高くすることができるものである。本技術は油脂関連で多方面に活用できるも
　　のであり、現在バイオディーゼル燃料製造を中心とした展開を図っている。

事業内容

アーミング微生物を用いたバイオマスの変換
酵素法によって製造した
バイオディーゼル燃料（左）と
グリセリン（右）

第2章　バイオベンチャーの知財取組事例




