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バイオベース 株式会社

京都府宇治市大久保町西ノ端1－25－4

代表取締役社長　寺 田  貴 彦 2006年10月 4,550万円 3人

０７７４-４６-８５５５

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

０７７４-４６-８６６６

　バイオベース株式会社の保有する技術のはじまりは、平成17年-18年の地域新生コンソーシアム・地域新規産業創造技
術開発費補助金事業を基とし、平成19年度にはJSTの研究成果実用化検討事業の採択を受け、「ポリ乳酸の耐熱性を向上
するバイオマス由来添加剤の開発」の受託研究を実施した。これにより、平成18年に基本特許を、平成19年に応用特許を
出願した。
　さらに近年では、平成21年度よりNEDOの「化学品原料の転換・多様化を可能とする革新グリーン技術の開発」、平成22
年度には近畿経済産業局の戦略的基盤技術高度化支援事業に採択され、「植物由来樹脂の結晶化速度を速める植物由来添
加剤の研究開発」を実施した。
　このように競争的資金を活用しながら、大阪大学をはじめとするアカデミア、バイオマス由来プラスチックの実用化を目指
す大手材料メーカー等とのネットワークを構築し、安価で優れたバイオマス由来材料の実用化を目指している。

　知財戦略とそれに伴う知的財産の創出および取得には、国内のみならず、海外に対しての権利化も必要になり、それに伴
い知財戦略を進めるための専門人材の確保、資金の確保が必須となる。しかしながら、ベンチャー企業の事業ステージによっ
ては、この必須項目を十分に備えるのは非常に困難である。バイオベース株式会社では、製品開発を進める過程においてサ
ンプル作製を経て、外部折衝あるいは実用化に向けた安全性試験段階のいわゆる、自社製品の仕様を外部へ提示する段階
で、必要に応じ初めて知財取得に着手する。
　この過程は、出願すべき技術、時間、コストのスクリーニングを兼ね、ベンチャー企業ならではの効率的な手法である。

　研究開発型ベンチャー企業の場合、知的財産に加えて事業展開を目指す業界にある程度精通することが必要であり、そのた
めのアカデミア、企業、支援機関等とのネットワーキングも大切である。特に企業とのネットワークは、事業に直結する大事な
ルートであり、助成事業を通じて形成された企業との連携からバイオベース株式会社も当初は自動車関連、家庭用電化製品関
係へのプラスチック材料の実用化から始まり、現在は、形成されたネットワークから営業先を紹介してもらえ、食品用梱包材、ア
パレルへの実用化へと、企業とのネットワークを通じシフトしている。

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

　バイオベース株式会社は、平成17年-18年の地域新生コンソーシアム・地域新規産業創造技術開発費補助金事業の
成果をもとに設立された大阪大学および、大阪市立工業研究所を拠点とする研究開発型ベンチャー企業である。
　バイオマスの発酵で得られる粗乳酸（乳酸発酵液）を、精製することなく直接重合してポリ乳酸を製造するプロセスの開
発に成功し、製造コストの低減が期待されたポリ乳酸材料に、自動車産業、家庭用電化製品、食品用トレイ、アパレル、など
に向け必要な性質改変（柔軟性、透明性、耐熱性、等）を付加し、実用化を目指している。

事業内容

改質ポリ乳酸による製品一例 ポリ乳酸改質剤

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 バイオリーダース

大阪府大阪市北区豊崎3－4－14

代表取締役社長　成　   文 喜 2000年1月1日 38,000万円 37人

06-6377-8701

http://www.bioleaders.com/

06-6377-8702

　株式会社バイオリーダース（日本支店）では、大学や研究機関、企業との共同研究開発により知的財産の取得・活用に努め
ている。取得した知的財産や、研究機関との連携を通して得た知見・開発実績を精査することにより他社原料との優位性、差
別化を進めることができた。また、知的財産に関する情報を調査・活用することにより、他社や市場の動向チェックや展開を
予想し、自社の製品開発やメーカー側への紹介・企画内容などを選別することができると考えており、主に機能性素材にお
ける事業展開に活かしている。

　株式会社バイオリーダースは、世界で初めて乳酸菌ディスプレイ技術を利用して乳酸菌をキャリアとした安全な経口剤タイ
プのワクチン化技術を開発した。代表例は、子宮頚部前がん治療ワクチンである。本発明は日本国内はじめ各国で実施権につい
て製薬企業にライセンスアウトを行った。さらに同社は乳酸菌ディスプレイ技術を利用して、感染症に対するワクチンをはじめ
病気に対する予防・治療用経口ワクチンの研究開発を進めている。　
　また、機能性原料であるポリーγ―グルタミン酸（PGA)は化粧品原料はじめ、食品・化成品原料としても販売を進めている。
PGAは種々の機能性を有しているが、なかでも免疫賦活作用について同社が着目し、韓国では食品企業と共同での「個別認定
型機能性食品」として製品開発・商品販売を実施している。さらに日本においても自社の知財を活かし、2015年よりスタートし
た「機能性表示食品」への展開を目指し、メーカーへの素材紹介、企画紹介を進めている。

　知的財産というものは維持するにもお金がかかる。よって資金調達については、起業前から各段階においての分岐点、付
随する項目などを精査し、各場合においての様々なプランを立てて置くことが望ましい。

所 在 地

創立年月日 資 本 金 従業員数

TEL&FAX

代 表 者

知財の創出や知的財産に関する取組

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

　株式会社バイオリーダースは、「ポリ-γ-グルタミン酸」と「免疫乳酸菌」の技
術開発・事業化を通じて先端バイオベンチャー企業への発展を目指している韓
国資本の会社である。２０００年１月１日に韓国の生命工学・産学各分野の専門
家(Bio-Leaders)が集まり、ベンチャー企業として一歩を踏み出した。"機能性
アミノ酸素材「ポリ-γ-グルタミン酸(PGA)」事業”、“感染症に対する予防ワク
チン開発事業”、”機能性乳酸菌事業”を通じて世界的なベンチャー企業への発
展を目指している。２００７年には、「ポリ-γ-グルタミン酸の大量生産技術」が
「大韓民国１０大技術」として、表彰を受けた。２００８年７月には日本支店を開設
し、日本国内での事業も本格稼働している。

１．天然アミノ酸高分子素材γ-PGA事業
　 PGAは納豆やチョングッチャンなどの大豆醗酵食品に含まれる粘り成分の
　 一つであり、食経験豊富な安全性の高い機能性素材である。生体適合性・生
　 分解性・保湿性を併せ持つPGAは、その特性を活かし、食品、化粧品、医薬
　 品、工業製品への応用が期待されている。
　 ・日本支店では、原料の販売や日本国内の大学・企業との共同研究により　 
　  PGAの新機能研究、PGAを活かした商品開発・提案を行っている。
　 ・各タイプの機能性原料＜化粧品用(高分子・低分子タイプ)/食品用/試薬/
　  工業用＞を販売。

２．免疫乳酸菌事業【MucoMax Technology】
　 GRAS乳酸菌表層ディスプレイシステムを利用した経口用粘膜免疫ワクチ
　 ンの開発

事業内容
ポリーγ―グルタミン酸

販売化粧品「Doctors PGA」

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 BNA

大阪府茨木市彩都あさぎ7－7－20 彩都バイオイノベーションセンター内

代表取締役　河 原  三紀郎 2008年5月12日 24,000万円 7人

072-646-7037

http://www.bna.jp/

072-646-5763

　BNA類の応用範囲は多岐にわたるが、研究用試薬から診断薬、医薬品までの全ての製品をベンチャー単独で開発するの
は現実的ではないため、他社と提携しながら多様な用途開発を推進できるように努めている。研究用試薬に関しては、製造
が難しい「BNAアミダイト」と呼ばれるモノマーユニットの合成を株式会社BNAが担い、それを核酸合成の設備・ノウハウ・
供給システム等を有する国内外の特定の受託合成会社（オリゴハウス）に提供する。オリゴハウスはBNAアミダイトを調製し
「BNAオリゴ」を合成し、研究用試薬として各国の研究機関に販売する。この試薬を購入した研究機関は、研究用途であれば
これを自由に使うことができるが、診断薬や医薬品として製品化するときには、同社から製造販売に関するライセンスを受け
なければならないようにしている。同社がこのようなビジネスを展開できるのは、強固な特許権を確保しているからであり、
バイオベンチャーによる知的財産の有効活用事例といえる。

　スーパー機能性人工核酸BNA類に関する基本技術は、ベンチャー設立前に大阪大学の研究成果として得られたものであり、
当時から複数の特許出願がなされていた。ただし、各特許の権利者は、企業や研究者個人等が混在しており、ユーザーである製
薬企業等へライセンス供与する際の障害となり得る状況であった。そこで、ベンチャー設立に際し、各権利者から特許の権利譲
渡を受け、関連特許を一括して管理できるようにし、ベンチャーが製薬企業等とライセンス交渉しやすい状況にした。
　また、ベンチャー設立当初より、特許調査は基本的に自社で行っている。というのも、特に最先端の技術領域では、他社特許の
重要性などを見極めるには、当該技術の中身を十分に理解しなければならず、その技術に最も精通する自社が特許調査を実施
するのが最適と考えるためである。これにより、より精度の高い調査結果を得られるとともに、弁理士等の外部の専門家との議
論もより深いものとなり、実効性の高い知財戦略の策定に大いに役立っている。

　医薬品の分野は、基礎研究から製品化までに10年以上かかることが珍しくなく、基礎研究の段階では先行きの見通しが
立ちにくいが、技術シーズを事業に繋げるためには、基礎研究の段階から特許のことは十分に考えておくべきである。基礎
研究段階で特許出願しておかなければ、その後に製薬企業等を相手にビジネスをしようと思っても、交渉のテーブルに着く
ことすらできないことがある。また、交渉の場面においては、特許の強さが交渉力に直結するため、特許の中身の精査や国際
特許の出願国選択なども十分に検討すべきである。

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

　株式会社BNAは大阪大学薬学研究科でのスーパー機能性人工
核酸BNA類の研究成果を基にして2008年に設立された大学発ベ
ンチャー企業であり、彩都バイオイノベーションセンターにて研究開
発を行っている。人工核酸BNA類は多様な構造と優れた特性を有
し、それを天然オリゴヌクレオチド中に導入することで各種のBNAオ
リゴが合成される。BNAオリゴは、天然核酸（ゲノムDNAやメッセン
ジャーRNA）の配列情報を厳密に認識して非常に強く結合すること
ができる上、核酸分解酵素に対し優れた抵抗性を有する。この特性
に基づきBNA類は核酸医薬品・遺伝子検査診断薬・ゲノム関連研究
用試薬などの分子デバイスとして利活用することができる。
　同社は2010年にJSTのA-STEP実用化挑戦タイプ（中小・ベン
チャー開発）に採択され、癌遺伝子変異の高感度検出技術の研究開
発を5年間実施した。現在、その成果を活用した遺伝子診断薬の実
用化研究が複数企業で進展している。また、核酸医薬品への積極的
な参画計画も進行中であり、バイオベンチャーとして新たな事業ス
テージに進みつつある。

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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本社：鹿児島県鹿児島市郡元1丁目21-40 鹿児島大学産学官連携推進機構3F ／ 彩都研究所：大阪府茨木市彩都あさぎ7丁目7番15号 彩都ライフサイエンスパーク内

代表取締役社長　丸 山  征 郎 2001年7月17日 6,250万円 4人

所 在 地

創立年月日 資 本 金 従業員数

彩都研究所：072-665-7510TEL&FAX

代 表 者

事業内容

株式会社 ビーエムティーハイブリッド
http://www.bmt-hybrid.co.jp/

072-665-7520

　大阪大学大学院工学研究科応用化学専攻の明石満教授研究室で開発された三次元（３Ｄ）細胞複合組織を、簡便かつ短
時間に形成する研究成果（特許出願済）を事業化。2014年11月には，欧州ライフサイエンス市場開拓ミッションに参加しＢ
ｉｏＥｕｒｏｐｅにて販促活動を実施。2015年4月より大阪大学大学院生命機能研究科に「ビルディングブロックサイエンス（積
み木（ビルディングブロック）を組み立てる要領で、細胞を操り、生体組織の構築すること）」に関する共同研究講座を開設し、
更なる知的財産創出に拍車を掛ける努力をしている。

　大阪大学産学連携本部と連携し知財戦略を実行している。構想ではあるが、大阪大学産学連携本部内に特許群を一括管
理できるようなプラットフォームの構築を検討している。また，社内体制の整備強化のため、関西バイオビジネス研究会の支
援（例えば、専門家によるビジネスプラン作成支援等）を活用していく等、知的財産の取組に関して、社内リソースで不十分
なところは、外部リソースを積極的に活用していく予定である。

　バイオ分野にて事業化、成功するためには、多岐にわたる特許を創出・活用し、迅速に製品を市場投入する事業立ち上げ
が必須である。これはベンチャー単独では困難を極めるので、特許管理を含む全て経営戦略を、アカデミアとの連携や、関連
企業との連携（戦略的提携）を研究開発当初から検討することが重要と思われる。また専門的人材を雇用することが出来る
様な資金計画があるとベストである。

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

医薬品、医薬部外品、健康食品、医療機械器具および医療用材料、ならびに環境保全を含む原材料に関する事業
①研究技術開発
②研究開発支援の受託
③研究開発に関するコンサルタント
④輸入および製造販売
⑤環境保全に関するバイオテクノロジー事業
⑥前各号に附帯する一切の業務
※三次元生体組織事業
三次元細胞構築技術を用いた
創薬スクリーニング
・安全性評価用モデルの販売と
　ソリューション提供

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 ビークル

京都府京都市山科区上花山坂尻２５－１０

代表取締役　郷   　保 正 2002年8月 5,000万円 4人

075-582-8505

http://www.beacle.com/japanese/top.html

075-582-6055

　株式会社ビークルは、創業時４大学（大阪大学、慶応義塾大学、神戸大学、岡山大学）の成果をもって基本特許（物質：バイ
オナノカプセル）を取得した。その後、基本特許の周辺を固めるため「抗体結合型バイオナノカプセル」、「バイオナノカプセ
ルの精製法」、「免疫学的測定に用いられるウイルス微粒子（バイオナノカプセル）」などの周辺特許を取得した。現在は、もと
もとのDDS技術の開発のほかに、バイオナノカプセルを応用した各種製品としてEasy-WESTERNやEasy　ELISA　
constructorなどの実用化にも成功している。さらに、最近では新型ワクチンの開発も進めている。

　研究開発を進めつつ、必要な出願の検討、権利の範囲の拡張などを経営者自らが検討していく必要があるが、この為に
は、掛かりつけの弁理士事務所のサポートが非常に重要であり、不可欠である。掛かりつけの弁理士事務所には、必須な条件
があり、業界に明るいこと、自社の技術に理解があることなどが挙げられる。研究開発型のベンチャービジネスが展開するに
は、特許戦略が非常に重要であり、信頼のおけるパートナーに成り得る弁理士事務所の存在が必要である。なお、信頼できる
弁理士を探すには、同業者から弁理士に関する情報を得ることが最も有効な手段である。

　権利化を焦って出願した特許は、実施例が不足し、権利化可能な範囲が狭くなりがちで、後発の権利に抑え込まれる危険性が
ある。したがって、時間をかけて慎重に権利化したい範囲を定め、それに必要な実施例を加えて権利化を目指すべきである。大
学から出願する場合、論文の延長線上に特許出願がされる場合があり、権利可能範囲が狭いなどにより産業的な価値が著しく
低くなってしまう場合がある。
　開発型ベンチャーでは知的財産の確保は生命線である。しかしながら、特許の出願と維持には相当なコストが必要であり、特
に外国出願では必要コストは高い。従って、特許出願する場合には、上述したことに注意しつつ、充分吟味した後に、価値のある
特許出願を行うことに留意すべきである。なお、特許出願に関わる経費の一部を補助する制度も多くあるので、十分活用すべき
である。なお、特許出願は情報の公開としての意味もある。情報を公開することで他社が模倣することが可能で、模倣の事実を
外部から確認することが難しい場合などでは「ノウハウ」として保有する方が良い場合もあることにも留意すべきである。

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

　株式会社ビークルは「バイオナノカプセル」を実用化するために設立された大学発ベンチャー企業である。
バイオナノカプセル（BNC)とはB型肝炎ウイルスの外殻を酵母に作らせた中空のナノ粒子で、B型肝炎ウイルス粒子の
模擬品であり、ワクチンをはじめ、医薬品を患部に送達するDDS（Drug Delivery System）、更には、抗体センサーに
用いることができるなど、さまざまな用途への利用が期待されている。
バイオナノカプセルを基本技術とし、種々の研究用途・医薬品原料・診断薬原料を製造・開発し、下記のような応用製品を
目指している。
DDS関連
①BCL-101（肝細胞ガンを適応症とした抗がん用DDS製剤）
②in vivo siRNA送達システム
③in vivo DNA送達システム
④タンパク質を細胞内へ導入できるタンパク質内包
　バイオナノカプセル
その他の応用関連
①MAD試薬技術の開発
②各種イムノアッセイ用抗原・抗体反応増強試薬
③新型ワクチン
などの開発パイプラインを有している。

事業内容

バイオナノカプセルを用いた
DDS技術

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 ビオスタ

兵庫県神戸市中央区港島南町６-７-４  HI-DEC 404

代表取締役　高 木  滋 樹 2007年4月4日 300万円 3人

078-894-3113

http://www.biostir.com/

078-894-3114

　大学や企業との共同研究も多く行っているが、「ビオスタAD」に関しては大手製薬メーカーの協力のもと開発されたが、
特許は取らず、ノウハウのみで製造法を秘匿している。特許で製造方法を公開したとして企業がビオスタの特許を侵害して
いることを証明することはほぼ不可能であることは明らかであり、アレルギー疾患、特にアトピー用症状を発症させる試薬は
ほかに例を見ない。
　このアレルギー分野での研究を生かした製品としてプライミングローション「アルフェイト」を開発した。徳島大学発ベン
チャーで同じくアレルギー研究をしている所や、製薬企業とも連携し、お互いの製品の長所を活かしてバリエーションを広げ
ている。

　試薬で特許を取れば製造方法を公開することになり、研究機関では自由に使えることから販売にいたらないことが想定さ
れる。現在は試薬販売の和光純薬工業を通じて大手製薬メーカーへの納入が多く、大学研究機関からの受注も受けている。
一部韓国にも代理店に輸出しているがこちらはほとんどが大学及び研究機関での売り上げになっているので論文の引用も
多い。一部を除き、基本的に製薬メーカーからの論文は製品が上市されてからでないと出てくることは稀である。また、研究
機関からの発症マウスの受託作業も多い。試薬販売は予想が難しく売り上げに安定感を欠く。受託にしてもスクリーニング
など大量の受注は予想ができないため、増減が激しく裾野の拡大でカバーしていくしか手がない。論文での引用や、大学の
アレルギー研究以外の疾病によるかゆみ等他の研究分野にも使用されることが出てきているのでまだ研究分野の裾野が広
がる余地は残されている。

　中小企業のオーナーは知的財産の重要性を理解し事業計画に合わせたものにするべき。技術者はわかっているがオーナー
にその意識が薄いように思う。特にバイオ分野は特許とノウハウをきちんと分けて戦略的に行うべきであり、製法特許は侵害さ
れていても証明するのは難しく製品に近いところの特許つまり補強するためにも周辺特許も計画しておく必要がある。

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

　株式会社ビオスタは大手製薬企業の研究者が独立し、設立された。主力製
品である「ビオスタAD」はマウスにアトピー性皮膚炎様症状を発症させる試
薬で製薬企業や化粧品企業の開発に用いられている。アレルギー様症状を発
症させるものは他にもあるがアトピー様症状を発症させる試薬は「ビオスタ
AD」のほかは見られない独自の試薬である。
　この試薬販売に加え製薬企業や研究機関からの受託により発症マウスを供
給し、研究機関の開発を支援している。又、大手家電メーカーよりアレルゲン分
析、アレルゲン検査・測定などを受託試験を行い、データは販促用ツールとし
て利用されている。
　アレルゲン自体（花粉、花粉由来物質、ダニ、ダニ由来物質、昆虫、食品）の販
売も数多く行っており、アレルギーの専門企業として活動している。これらのア
レルギーの研究により開発された肌に優しい化粧品「アルフェイト」をプライミ
ングローションとして発売している。

事業内容
販売の流れ

共同開発の流れ

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 ファルマクリエ神戸

兵庫県神戸市中央区港島南町７－１－１６

代表取締役　谷 口  泰 造 2011年7月8日 600万円 3人

http://www.pharmacrea.com/

　大学の研究室には斬新で、社会に役立つ沢山のシーズがある。しかしその多くは研究のための研究として行われているこ
と、商品化するためのノウハウがないといった理由で上市されずにいる。現在、紫根の抽出物であるシコニンに焦点を当て、
契約農家で栽培をお願いしている。シコニンに関する特許を２つ、「シコニン研究会」の会員の大学等から論文を関連学会に
発表してもらうことでエビデンスを積み上げ、認知度をあげることを行っている。シコニンの効能効果を検証し特許化して製
品に反映させていく予定である。

　現在、紫根関連の特許を２つ出願している。シコニンは不安定なものなのでそれを安定化するものと効能に関するものであ
る。平成２５年３月には「シコニン研究会」を公益財団法人新産業創造研究機構（NIRO）のなかに設立し、姫路獨協大学、神戸大
学、武蔵野大学、東京農業大学や企業が集まり定期的に研究会を行い、成果を特許、論文として発表することとしている。
又、この抽出法は紫根や他の植物から多くの染料成分を取り出せるため、江戸紫に代表される染料としての紫根も必要であ
り、他の染色植物への応用を考えている。

　原料の特許を取るだけでは役に立たない。特に大学の特許は研究成果のためのものも多く、事業化まで考えられた特許
はあまり多くない。そのため、周辺、追加の特許をとることで事業化に近づける必要がある。出口を見据え、事業化に繋がる
追加の特許を抑えこそ次の段階にすすめる。原料供給はあくまで共同研究を開始するためのもので、相手企業との共同で
の製品開発を行って初めて収益モデルとなる。

所 在 地

創立年月日 資 本 金 従業員数代 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

　株式会社ファルマクリエ神戸は大学発ベンチャーとして実績の西洋医学と経験の東洋医学の融合を目指し、化学・薬
学・医学・獣医学の研究に携わる学者と医療の現場を熟知する医師・獣医師とのコラボレーションおよび、製品化と販売を
担う企業とのネットワーク構築により産学共同の研究開発を実現することを目指して設立された。
　古来より薬草（火傷・外傷・腫れ傷・凍傷・湿疹などの皮膚炎の消炎作用、真皮の再生等）、又、染料としても利用されて
きたムラサキの根「紫根」に着目し、その主成分であるシコニンを高純度に抽出する技術を開発し、シコニンを配合した製
品「エスクリーム」を発売した。「シコニン研究会」を中心とした各大学との研究チームはシコニンの効果を論文等に発表し
ている。

事業内容

シコニン製品化スキーム

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 プロテクティア

大阪府茨木市美穂ヶ丘8-１ 大阪大学産業科学研究所内 インキュベーション棟 I213室

代表取締役　田 中  伸 幸 2010年6月21日 1,040万円 1人

06-6155-8553

http://www.protectea.co.jp/

06-6155-8530

　新規カテキン誘導体である膜親和性EGCG"CateProtect®"は様々な分野で応用可能であり、抗ウイルス、抗菌、抗アレル
ゲンなど、各種用途を想定した特許網を構築している。各特許の権利関係については、大阪大学との関係や各分野の事業戦略
等を踏まえ、大阪大学から権利譲渡を受けるケース、大阪大学から独占実施権を付与してもらうケース、自社出願して単独で
権利を保持するケースなど様々である。株式会社プロテクティアでは、このような特許網を構築することにより、カテキン誘導
体開発のトップランナー企業として、他社が追随できない事業環境を整備している。また、海外への事業展開を視野に入れ、外
国特許も積極的に取得しつつ、特許に関する意識が高い海外企業との交渉を重ねている。現段階では雑貨や化粧品などの事
業展開を行っているが、最終的には医薬品展開を見据えており、今後も特許・知財の積極的な活用を行っていく。

　公開されている特許情報によく目を通して、他社特許の存在に留意した効率的な研究開発に努めるなど、特許情報を様々
な場面で有効活用している。例えば、抗ウイルス・抗菌製品を製造する大手メーカーの特許情報を調査することで、その企業
が抱える技術課題を把握することができ、それを新規カテキン誘導体CateProtect®で解決することができれば、大手メー
カーに対して技術提案ができ、これが新たなパートナー企業を獲得するための有効な足がかりとなる。また、競合他社の特許
情報が、自社の新規カテキン誘導体の改良のヒントに繋がることもある。
　新規特許出願や審査対応においては、有効な権利を取得するために、技術面のみにフォーカスしすぎないように、経営方
針や事業戦略との関連性も十分踏まえて検討している。また、新技術のブランドを確立するために商標登録をし、自社の技
術や製品をＰＲする際に活用している。

　自社のコア技術は一つだとしても、それを一つの特許のみで守り切れるのかどうかは十分に検討すべき。多くの場合、一つの
特許では技術を完全にはカバーできずに抜けが発生してしまい、それが原因で業務提携やライセンス交渉などが頓挫すること
がある。そのため、一つの特許のみに頼らず、追加の研究開発の成果も適宜特許出願し、特許群を構築することが望ましい。

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

　株式会社プロテクティアは、大阪大学産業科学研究所の研究成果である新
規カテキン誘導体"CateProtect®"の実用化を目指して設立された大学発
ベンチャーである。CateProtect®は、緑茶抽出物より得られたエピガロカ
テキンガレート（EGCG）に脂肪酸を結合させることにより病原体膜への変性
活性を飛躍的に高めた誘導体で、天然由来成分をベースにした高い安全性
と、優れた抗ウイルス活性・抗菌活性を併せ持つ。同社はNEDOやJSTの助
成事業を活用し、作用機構の解明や有効性の検証、毒性試験等の研究開発を
進め、2014年にインフルエンザ等の感染症対策部材である高機能マスク
「カテプロテクター」の販売を開始した。2015年には同社の不織布フィル
ター「CateProtect®加工フィルター」が繊維評価技術協議会(JTETC)の
新規格であるSEK抗ウイルス加工マークを取得するとともに、大阪大学との
コラボレーションにより限定パッケージマスクを作成するなど、積極的に展開
を進めている。また、学術研究で培われた最先端の計測方法と、抗ウイルス部
材開発の過程で蓄えてきたノウハウを組み合わせて、抗ウイルス・抗菌部材
の活性評価受託サービスも開始。カテキン誘導体を初めとした、新たなウイ
ルス感染症対策部材の研究開発体制を整えている。

事業内容

CateProtect®は、
幅広い分野の製品への展開が可能

抗ウイルス加工マスク
「カテプロテクター」

第2章　バイオベンチャーの知財取組事例
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ヤヱガキ醗酵技研 株式会社

兵庫県姫路市林田町六九谷６８１

代表取締役社長　長谷川  雄 三 1979年9月1日 8,750万円 115人

079-268-8070

http://www.yaegaki.co.jp/bio/index.html

079-268-8065

　過去に、海外展開を行うため特許を中国で出したこともあった。残念ながら活かされずに特許切れにする予定だったが、最
近、活用したいという中国企業が現れ、特許の延長のための費用を負担しているものもある。
　製品と特許をどう結びつけるか、他社との差別化を図るのはもちろんだが、防御的なものも多い。
　また、研究段階で特許のメリットを経験（従来からごく普通に行ってきたこと）が邪魔することがあり、検証がなされないこ
とがある。長年積み上げてきて予想がつく経験値ではなく別にエビデンスとしてのデータも必要だと感じている。ただ、経験
は作業の効率化と表に出さないノウハウとして秘匿するものになる可能性も含む。
　上記の観点を踏まえて、発酵技術を基にした機能性食品分野に進出している。

　機能性食品に関しては大手が手を出しにくい所として、動物、特に魚、畜産、養鶏などへのトータルアミノ酸の供給などを
思考している。大学、大手企業、研究機関などと共に多くの研究を行っているが、共同研究の場合知らないうちに共同研究先
に特許化された経験もあり、契約の重要性を感じており、今年から、弁護士にもよく相談し、進めるようにしている。
　機能性をうたわなければ値段交渉で不利であり、主導権を持つためにも特許は重要なアイテムとして利用していきたい。

　研究段階での特許は出すだけでは意味がなく、企業が理想とするライセンスアウトでの収益を目指すのは非常に難しく甘
く考えないほうがいい。基本特許といかに製品に近いところで特許を抑え複合して守っていくかが重要である。
　他社の追従を許さないための防御的な特許もあるが、特許に書く部分とノウハウは別物で、特許作成段階できっちり仕分
ける必要がある。

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

　ヤヱガキ発酵技研株式会社の母体となるヤヱガキ酒造は創業寛文６年（１６６６年）と歴史があり、酒造りにおける「発酵
技術」を元に現在は色素＆素材研究と機能性食品研究を行う企業へと成長した。
　ベニコウジ色素をはじめとした同社が保有する色素は400種類にも及び、独特の発酵技術を活かして、開発した「魚醤」
などの調味料素材の研究を行っている。
　また、天然素材を用いて麹菌、きのこ、乳酸菌、酵母菌等の有用微生物による発酵技術で天然素材に含まれる生理活性
物質の探索、単離生成によって機能性食品素材の開発を行っている。
　同社の持つ強みは基礎研究から生産についてのバイオプロセスに関する研究開発を元に工場規模での生産まで行える
ことである。

事業内容

■酒粕由来の機能性素材が出来るまで

応用する微生物

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 ユー・メディコ

大阪府大阪市北区梅田１丁目１番３号２６７号室

代表取締役　竹 西  壮一郎 2006年8月 500万円 3人

http://www.u-medico.co.jp/
所 在 地

創立年月日 資 本 金 従業員数代 表 者

事業内容

06-6347-1588TEL

　大阪大学発ベンチャーということで、大学において研究をしてきたバイオ医薬品関連の最先端技術を活かしたバイオ製剤
の製剤品質評価、製剤安定性評価、製剤化条件探索等の情報提供やコンサルティング事業を行っている。当該事業において
は、特許を出願するというよりも、ノウハウを活かした事業展開を行っている。そのため、そのノウハウを活かして、より優れ
た情報提供やコンサルティングを行うために、産学連携ということで、バイオ医薬品関連の最先端の技術について、大学の
研究内容の把握及び研究者との意見交換などを積極的に行っている。　　

　現状においては、バイオ製剤の製剤品質評価、製剤安定性評価、製剤化条件探索等の情報提供やコンサルティング事業に
関して特定の顧客が存在するので、自社の知名度を上げる必要性は考えていないが、今後事業を拡大していく中で、自社の
知名度を上げる１つの手段として、製剤条件探索方法や決定した製剤条件についての特許出願を行う予定である。また、外
部人材の活用については、自社のみでは限界があるので行いたいと考えているが、専門性がかなり高い分野なので、なかな
か良い人材が見つからない。

ベンチャー企業にとって、技術は重要であり、大学の技術を活用することをお勧めしたい。
但し、技術が良くても成功しないので、成功するためには「知名度をあげること」と「資金調達」等が重要になってくる。

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

　株式会社ユー・メディコは、大阪大学の教員が中心となり設立した会社であり、大阪大学で培った世界最先端のノウ
ハウやテクノロジーを活用し、バイオ医薬品を含む生体高分子の物理化学的解析、ナノ粒子を含む合成化合物の溶液
物性解析など研究・開発をトータルでサポートしている。特に製剤条件スクリーニングサービスでは、それらの技術を全
て活用し、各バイオ医薬品に適した製剤条件を提供するサービスを展開している。バイオ医薬品の溶液中での安定性
は、溶液のpH、イオン強度、さらに糖や界面活性剤の存在により制御されると考えられている。しかし、全てのバイオ医
薬品を安定的に保存できる溶液は現段階では存在せず、実際の製剤化の過程では、これらの組み合わせを網羅的に探
索し、最も安定的に保存しうる溶液条件を選択している。このサービスでは、様々な溶液条件において、タンパク質分子
同士の会合傾向の指標となるコロイド安定性とタンパク質の構造安定性、また数種の条件下での安定性試験を、ハイ
スループットかつスモールスケールで行い、顧客の開発したバイオ医薬品に最も適した溶液条件を導き出すサービス
となっている。また、重水素交換質量分析（HDX-MS）や等温滴定型カロリメトリー（ITC)、分析超遠心の個別での受託
分析も行っている。

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 ライトニックス

兵庫県西宮市甲東園２－２－６

取締役会長　福 田  光 男 2002年5月 8,400万円 5人

0798-52-3594

http://l ightnix.net/

0798-52-3594

　最初の着目点である蚊に刺されても痛くないということから痛みの少ない注射針としてだけでなく、植物性のポリ乳酸を
使うことで世界初の針が誕生した。海外へのライセンスアウトに関しては知的財産、ノウハウを守るためにもよほどのことが
ない限り行わない。設計、生産、システムは全てノウハウに絡むため、仮にライセンスアウトしたとしても生産できない。知的
財産の利用としては他社の追随を防ぐ防御的なものと企業とのアライアンスのために使用している。全ての工程で独自のノ
ウハウがあり、全体を把握しているのは同社のみである。各大学とも共同で基礎研究を行い、応用範囲を広げることを志向
している。　当該知財を活用したフィンガーフリップ：指先採血は世界の潮流になる方向性が有り、「ピンニックスライト」につ
いては裾野が広い分野と考えている。

　知財戦略として当初より海外展開を視野に入れたものとなっている。現在は日本での認知に加え、海外での高い評価を得
て、小児に対しても使用され、痛みの少ない針として知られる。また、発展途上国においては廃棄物が二次感染を防ぐことも
あり注目を集めている。金属の廃棄は極力減らし安全性の高いゴミの少ない医療機器の開発を目指す。また、この生分解性
材料は医療材料として応用範囲の広い材質であるが、加工には機械と技術の両方が揃わないと製品にするのは難しく、この
ノウハウを自社で蓄積する。特許は相手方の能力によるところもあり、なんでも出す必要は感じていない。

　大学から持ち込まれる特許に関して基本特許や技術はそのまま特許として利用するのは難しい。製品に近いところでの補
強特許、周辺特許が必要であくまで製品に結びつくところを抑える必要がある。
また、技術、製品の良さをわかる相談者が必要で、共同研究の場合、会社として研究をリードすることが必要と考えている。協
力者を得るには医療関連の団体が行うセミナーや医療関係者との接触を多くとることが必要。

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

　株式会社ライトニックスが自社開発し、2012年から発売しているランセット針「ピンニックスライト」は従来の金属製針
とは違い、植物性由来の樹脂であるポリ乳酸を使った世界初の樹脂製採血針である。また、この製品群について形状特性
に係る基本特許を始め、製品の機能性に係る特許も取得しており、数々の特許を取得している。当初より事業戦略の中に
海外展開を視野にいれ、主要国での特許の取得も進めている。
　この世界初の樹脂製針は蚊に刺されても痛くな
いことをヒントに考案され、痛みの少なく人にやさ
しい針というだけでなく、医療廃棄物で大きな問
題になっている金属を使用していないことで、環
境にも優しい針と言える。
　この樹脂製針の生分解性ポリマーは、従来から
医療現場で使用されており、今後は生体適合性に
優れた針ごと薬ごと吸収可能なDDSシステムとし
ても応用可能で有り、同社はこの分野において
様々な研究を行っている。

事業内容

製品化スキーム

第2章　バイオベンチャーの知財取組事例
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Repertoire Genesis 株式会社

大阪府茨木市彩都あさぎ七丁目7番15号 104号

代表取締役　松 谷  隆 治 2014年10月14日 20,800万円 6人

072-657-8686

http://www.repertoire.co.jp/

072-657-8687

　起業前から基盤特許「非バイアス遺伝子増幅技術」の申請について弁理士に相談しながら進めてきた。本知的財産を基盤
特許として活用しながら、次世代TCR/BCRレパトア解析サービスを、癌、免疫分野の大学の研究グループや製薬企業など
の顧客に提供している。今後については、当該基盤特許を活用して、①次世代レパトア解析技術を利用した高精度・高感度な
診断法を世界中の医療現場に提供すること②新しい免疫細胞療法、遺伝子治療薬や抗体医薬などを開発することに取り組
むことを計画している。

　自社の基盤特許を活用した遺伝子解析事業について、大学の先生方と共同研究を行っており、またアドバイザーとしてそ
の方々に支援をいただいている。今後は新薬開発支援として展開していく予定。また遺伝子治療にも応用範囲を広げてい
く。新しい遺伝子治療を行うために遺伝子情報を取得するというところが肝である。抗体医薬について遺伝子に関しては産
学連携で共同でスクリーニングをしていく方向だ。会社を大きくするステップアップとして取り組んでいる。具体的には国立
感染症研究所および九州大学と共同研究を行っている。特許申請については、関連専門分野に精通した特許事務所の弁理
士に依頼している。

　起業前から必要な知財に関して、弁理士などの専門家の助言を受けながら進めることが重要である。

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

事業内容

次世代TCR/BCRレパトア解析のコア技術 健常人におけるVJレパトアの３Dグラフ

　Repertoire Genesis（レパトア・ジェネシス）株式会社は、非バイアス遺伝子増幅技術と独自に開発した専用バイオイ
ンフォティクスソフト（Repertoire Genesis）を備えた次世代TCR/BCRレパトア解析技術を開発した。この技術は、従
来の技術に比べ定量性に優れ、悪性リンパ腫や白血病細胞の検出、抗原特異的TCR/BCRの同定、免疫チェックポイント
阻害剤やがん免疫療法の有効性評価などの幅広い用途に利用することができる。最先端技術を利用した研究を通して、
新しい診断法や治療法の開発を支援している。

第2章　バイオベンチャーの知財取組事例
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参考　経営相談における知的財産に関するＱ＆Ａ

　第２章において「知的財産の活用事例や創出に向けた取組」等の紹介を行っている企業（４０社）に対して、ヒアリングを実施した
際に、知的財産に関する経営課題を持っており、専門家による相談を希望する企業（４社）に対して、関西バイオビジネス研究会（※）
に所属する弁理士・弁護士・公認会計士の三士業の専門家による経営相談サポートを実施した。
　その中で他企業においても参考となるような知的財産に関する相談項目をＱ＆Ａ形式で紹介する。

経営相談における知的財産に関するＱ＆Ａ

オンリーワンの技術を持っているが、今後のビジネスを発展させ
るために、当社の特許を活用して新たなビジネス構築に結び付け
たい。複数の権利者がいる場合の留意点について相談したい。

新たなビジネスを始めるにあたり、そのビジネスプランを明らかにし、どの
部分で特許を使用するかを明確に提示して個別に契約を結ぶことが重要
である。例えば共願の場合、権利者全員がビジネス展開できるため競合関
係とならないように、どの特許をいずれの権利者が使用するか等を明確に
して、契約を結ぶことが重要である。加えて、ビジネスの成否が出た後は
契約条件の調整が難しくなるため、構想段階からできるだけ早く契約を行
うことが望ましい。

A1

Q1

今後の応用特許・周辺特許も継続して出願していきたいが、その
際の請求項の書き方、実施例の記載や先出願との対応の留意点
を相談したい。

請求項を広くとると新規性が認められず出願特許が拒絶されるので、権
利化すべき範囲を明確にしておく必要がある。拒絶理由に対する説明の
際には特許が今までにない効果を有するなど改善点を説明するのが良
い。例えば以下のケースについて、応用特許は、先出願にない効果（例え
ば保存安定性）を実施例で裏付ける必要があり、成分Ａの機能である接着
効果と成分Ｂの機能である着色効果を裏付けるだけでは足りない。

A2

Q2

ビジネスを構築するにあたりコア技術をブラックボックス化する
考え方もあると聞くが効果的なのか？

特許出願することで、仮に他の企業が当該技術を使用したとしても、現実
問題として、使用したことの証明は難しく、得策ではないこともある。
一方で、ブラックボックス化して困ることは同様の技術が特許として出さ
れてしまうことだが、当該技術の使用をきちんと記録として残しておけば
先使用は認められることもあるので、コア技術を不視化してノウハウ管理
することも一つの方法である。

A3

Q3

出願内容

先出願

応用
特許

実施例

成分Ａを含む接着剤

成分Ａと成分Ｂを含む
接着剤

接着効果

成分Ａの接着効果及び成分Ｂの着色効果のみでは不十分。
先出願にない効果（例えば保存安定性）が必要。

？？! !



国際出願で出願後の対応に関する考え方、各国での権利化につ
いて相談したい。

各国での特許制度の違い、国際出願する目的、出願数、登録までにかかる
費用対効果など優先順位を整理してどのような形でビジネス構築してい
くかを十分に検討して決めていくことが重要である。
また、出願後の国際調査報告書で特許性がない趣旨の見解を得た場合
は、各国毎に対処するのは煩雑となるので、各指定国への移行の前に請
求の範囲等の補正を行っておくのが望ましい。

A4

Q4

複数の企業と共同開発を進めるうえで留意すべき点をアドバイ
スいただきたい。

開発初期段階では、どの企業と組むのがベストかを見極めるのは難しい。そ
のため、複数の企業と並行して開発を進めるのが良く、自社ビジネス（技術）
を幅広く使ってもらうことで自社の事業規模の拡大を図ることもできる。
ただし、並行開発は自社の研究開発が分散して開発が遅れるデメリットもあ
るので、開発のスピード感を考慮して共同開発形態も考えるべきである。

A5

Q5

共同開発の際に秘密保持契約や共同研究契約等において留意
すべき点は？

特に初期段階では、特定企業のみが独占的に幅広い分野への適用を検討
するような内容は避けるべきである。例えば、開発する対象物を特定の製品
や用途に絞り込むことを考えると良い。
また、契約においては交渉力も重要となり、交渉の場面では、両者とも対等
な立場に立ち、言うべきことは言ってしっかりと交渉することが大事である。

A6

Q6

複数の企業との共同開発を検討する場合の契約はどうするのが
良いのか。

ケースバイケースであるが、例えば、各々独自に進んでいた共同開発を統
合させることで双方のプロジェクトにメリットがあれば２社間（Ａ社とＢ社、
Ａ社とＣ社）の契約を見直して、改めて３社間（Ａ社、Ｂ社、Ｃ社）で秘密保持
契約や共同開発契約を締結して３社共同プロジェクトとしても進めるのが
良い。その際、プロジェクトの成果物の取り扱いや権利をどう配分するか
を定めていくことになるが、２社間で開発を実施していた時の成果を文書
で確認しておくなど、成果物の取り扱いや権利の配分で揉めないための
手続きも重要である。

A7

Q7
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参考　経営相談における知的財産に関するＱ＆Ａ

※関西バイオビジネス研究会（http://kinkibio.com/kansaibio/index.html）
　２００４年１０月に発足し、有望なバイオ関連シーズによる起業を題材に、弁護士・弁理士・公認会計士の士業混成チームで事業化
に向けた検討を行うことで、バイオ関連産業支援に必要なスキル、人的ネットワークを深化させることを目的として活動している団
体であり、バイオ関連企業の支援に精通した三士業の方々が属している。

組織・活動イメージ
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