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第1章　アンケート調査結果

弁理士

大学、高専

弁護士

57

0 10 3020 40 50 60
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8

7

民間コンサルタント・その他仕業

工業試験所、公的研究機関

取引先企業（大企業）

上記以外の公的産業支援機関

6取引先企業（大企業以外の企業）

1

1

1

1

1

知財総合支援窓口

商工会議所・商工会

金融機関

業界団体

業界もしくは地域の連携先

ほとんど相談しない

13

14

17

14

※複数回答

（件）

知的財産権の保有（自社製品・ノウハウを模倣から防御）

知的財産権の存在（市場参入の障壁となり、他社との競争において優位に立つ）

商標の活用（製品・商品、カタログ等に利用し、ブランドイメージを構築）

43

40

0 105 302015 35 40 4525 50

26

知的財産権の取得過程（自社の独自性や強みを明確に意識）

知的財産権の保有（注目され、他社と業務提携が実現）

25知的財産権の保有（大学や他社からの信頼を得て、共同研究や共同事業を実現）

22知的財産権の保有（評価され、引き合いが増える等、新たな販路開拓につながった）

16知的財産権の保有（広報宣伝活動で積極的にアピール）

15知的財産権の保有（サプライヤーや販売先との交渉が有利になった）

10知的財産権の保有（社員が自社の技術や製品に自信を持てるようになった）

6知的財産権の保有（企業のアイデンティティとなり、社員が会社に誇りを持つ）

8活用や成功の実績はない

27

33

実践している知的財産の創出・活用に関する取組や工夫実践している知的財産の創出・活用に関する取組や工夫 ※複数回答

（件）

知的財産権の保有（自社製品・ノウハウを模倣から防御）

知的財産権の保有（大学や他社からの信頼を得て、共同研究や共同事業を実施）

知的財産権の存在（市場参入の障壁となり、他社との競争において優位に立つ）

0 5 1510 20 25

15

11

11

知的財産権の保有（注目され、他社と業務提供が実現）

商標の活用（製品・商品、カタログ等を利用し、ブランドイメージを構築）

知的財産権の保有（評価され、引き合いが増える等、新たな販路開拓につながった）

知的財産権の取得過程（自社の独自性や強みを明確に意識）

7知的財産権の保有（企業のアイデンティティとなり、社員が会社に誇りを持つ）

6

5

5

知的財産権の存在（社員が自社の技術や製品に自信を持てるようになった）

知的財産権の保有（サプライヤーや販売先との交渉が有利になった）

知的財産権の保有（広告宣伝活動で積極的にアピール）

18

21

22

23

特に関心のある項目特に関心のある項目 ※複数回答

（件）

弁理士が最も多く、次いで、大学・高専、弁護士となっていますが、ほとんど相談しない企業も14
社ありました。

知的財産の創出・活用に関する疑問点や悩みをよく相談する社外人材および組織

知的財産の創出・活用に関する疑問点や悩みをよく相談する社外人材および組織知的財産の創出・活用に関する疑問点や悩みをよく相談する社外人材および組織
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研究開発、商品企画・設計担当

営業・販売担当

知的財産担当

53

19

10

5

経営層

法務・総務担当

品質管理担当、生産担当

13

13

0 10 3020 40 50 60

※複数回答

（件）

６．知的財産管理に関する課題

社内体制の整備社内体制の整備

手続き・活用手続き・活用

知的財産の権利化や権利侵害への対応のための資金・人材不足

海外において、権利取得すべきか否かの判断や、出願手続き、先行調査が困難

社内の知的財産の掘り起こしや、先行技術調査および類似意匠や商標等の調査が不十分

48

0 10 3020 40 50 60

12

11

4

海外における出願や紛争対応のための人材・情報不足

職務発明に対する報奨制度等、知的財産に関する社内規程・契約書の整備が不十分

企業経営に知的財産戦略がうまく連携できていない

弁護士や弁理士等、知的財産に関して具体的な相談を依頼できる専門家が確保できていない

3知的財産についてトップの認識や関心が希薄

2経営企画、研究開発の部門と知的財産部門の連携が不十分

15

16

21

知的財産の戦略的な権利化（周辺特許を押さえる、特許以外の出願・活用等）ができていない

自社が所有する知的財産に権利侵害されたときの対応が困難

新たな製品・サービスについて、他者の知的財産権の侵害リスク等の見立てができない

24

24

10

8

7

特許等、知的財産権を取得したが、活用が十分にできていない、活用の方法がわからない

市場拡大により求められる国際標準化の取組が実践できていない

意見書・補正書、分割出願等、拒絶通知への対応が困難

社内における発明件数が減っている

11

14

0 5 1510 20 25 30

※複数回答

※複数回答

（件）

（件）

（社内体制の整備）
5割を超える企業が「知的財産の権利化や権利侵害への対応のための資金・人材不足」としてお
り、続いて、「海外において、権利取得すべきか否かの判断や、出願手続き、先行調査が困難」が多
くなっています。
（手続き・活用）
3割弱の企業が、「知的財産の戦略的な権利化ができていない」、「自社が所有する知的財産に権利
侵害されたときの対応が困難」としています。

知的財産の管理・活用を進める上での問題点や課題

約6割の企業が「研究開発、商品企画・設計担当」としており、続いて、「営業・販売担当」が多くなっ
ています。

知的財産の創出・活用に関する意識啓発を図りたい人材

知的財産の創出・活用に関する意識啓発を図りたい人材知的財産の創出・活用に関する意識啓発を図りたい人材
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第２章　バイオベンチャーの知財取組事例

●掲載企業選定方法
　第1章のアンケートにおいて回答のあった90社のうち、特に知的財産の取組に熱心なバイオベンチャーの中から、コーディネー
タ（※）が選定した40社を掲載しています。
※事業実施機関である特定非営利活動法人　近畿バイオインダストリー振興会議が委嘱した、バイオベンチャー育成に取り組む専門人材。

第2章 バイオベンチャーの知財取組事例

掲載企業一覧（50 音順）

株式会社 いこらジャーナル

株式会社 井元製作所

インタープロテイン 株式会社

株式会社 AFI テクノロジー

株式会社 エマオス京都

株式会社 MBR

株式会社 大木工藝

株式会社 オステオファーマ

株式会社 office 高分子医薬

株式会社 カーボテック

有限会社 キセイテック

株式会社 京都コンステラ・テクノロジーズ

クリングルファーマ 株式会社

株式会社 chromocenter

コスメディ製薬 株式会社

三粧化研 株式会社

株式会社 ジーンデザイン

株式会社 ジェイテック

株式会社 植物ハイテック研究所

ストレックス 株式会社

株式会社 トランスジェニック

中野 BC 株式会社

日本アドバンストアグリ 株式会社

株式会社 ニューロゲン

ネオケミア 株式会社

バイオアカデミア 株式会社

株式会社 バイオエックス

Bio-energy 株式会社

バイオベース 株式会社

株式会社 バイオリーダース

株式会社 BNA

株式会社 ビーエムティーハイブリッド

株式会社 ビークル

株式会社 ビオスタ

株式会社 ファルマクリエ神戸

株式会社 プロテクティア

ヤヱガキ醗酵技研 株式会社

株式会社 ユー･メディコ

株式会社 ライトニックス

Repertoire Genesis 株式会社

和歌山県海南市

京都府京都市

大阪府大阪市

兵庫県神戸市

京都府京都市

大阪府豊中市

滋賀県大津市

大阪府大阪市

大阪府大阪市

京都府京都市

和歌山県橋本市

京都府京都市

大阪府茨木市

兵庫県神戸市

京都府京都市

大阪府池田市

大阪府茨木市

大阪府茨木市

奈良県生駒市

大阪府大阪市

兵庫県神戸市

和歌山県海南市

滋賀県長浜市

大阪府茨木市

兵庫県神戸市

大阪府茨木市

京都府城陽市

兵庫県尼崎市

京都府宇治市

大阪府大阪市

大阪府茨木市

大阪府茨木市

京都府京都市

兵庫県神戸市

兵庫県神戸市

大阪府茨木市

兵庫県姫路市

大阪府大阪市

兵庫県西宮市

大阪府茨木市

1,000

1,000

32,695.3

5,388

2,000

4,610

6,000

1,000

300

5,540

520

3,550

10,000

6,785.5

7,000

4,800

5,000

13,924

2,250

1,500

255,000

8,000

4,500

300

9,200

6,200

5,250

1,000

4,550

38,000

24,000

6,250

5,000

300

600

1,040

8,750

500

8,400

20,800

3

30

13

5

5

11

16

2

1

5

5

8

7

12

35

59

58

23

8

6

36

193

6

3

10

7

1

11

3

37

7

4

4

3

3

1

115

3

5

6

企業名 所在地 資本金（万円） 従業員（人）
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株式会社 いこらジャーナル

和歌山県海南市上谷字花鳥谷785番地の1号

代表取締役　岩 橋　   徹 1999年6月 1,000万円 3人

073-484-2228

http://www.ikola-j.com/

073-484-2229

　株式会社いこらジャーナルは、特許（バイオクエン酸の製造技術と商品：廃棄された梅用調味液の処理液及びその製造方
法／特許第4978913号）と商品の商標（コーヒーバイオ・バイオクエン酸・他）を保持している。発明協会と相談してコー
ヒーバイオは特許を出願したが、流すことで技術を保護した。コーヒーバイオ製造技術を販売することについて、現在２社の
引き合いがあり、ジュースエ場とコンビニから排出される珈琲出し殼を原材料に製造工場の建設に向け検討中である。
2014年上海阿古利斯生物科技有限公司から招聘され四川省楽山市蛾眉山の堆肥製造工場の視察に行き、菌体肥料製造
プラントの提案を行ったが、輸入の手続きができないので商社を探して再度提案することとなっている。
　バイオクエン酸の輸出は、マレー半島のマレーシアとベトナムに少量行ったが、今後は、浙江省当たりの廃液を原材料に大
量生産できればと検討中である。

　株式会社いこらジャーナルは、これまで、独自採取の天然有用微生物群を活用し、難分解性の物質を堆肥化する事業を、
自社技術だけで進めてきた。これは、土壌の微生物を扱う専門書や研究者がほとんどいないためであったが、土壌障害の対
策資材の開発に関しては、2015年より、NPO法人近畿アグリハイテクの紹介で、大学と連携して、共同で進めている。
　また、特許出願においては、発明協会のアドバイザーを活用した。参考文献のない土壌微生物では、弁理士による対応が
難しく、元大手企業の知財担当であったという担当者から、特許化するか否かの明確な考え方や対応方法に関し、有益な助
言を得ることができた。特に、特許庁から拒絶理由書が届いたときの対処の方法や考え方は、非常に参考になり、無事、特許
登録することができた。

　弁理士任せにするのではなく、経営者は、自身で特許明細書を書けるくらいのスキルを身につけたほうが良い。スキルを
身につけるには、自身で記録をとり、まとめることが重要である。その内容は、きちんと検証されている必要があり、検証のた
めの分析は、信頼できる公共機関で実施すると良い。試験方法は、大学の専門家に監修を依頼して、間違いや抜けのないよ
うにしている。こうした経験を積むことでスキルが向上する。

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

　株式会社いこらジャーナルは、独自採取の天然有用微生物群を技術として活用し、難分解性の物質を堆肥化することを
可能にした。主力商品の天然有機コーヒーバイオは未利用資源と言われる珈琲出し殼（コーヒー滓）１００％を好気性発酵
し、和歌山県届出特殊肥料として製造販売している。同様に農業分野にリサイクルが期待されながら産業廃棄物処理（廃
酸）されている梅干し調味液（廃液）を発酵処理して栽培用作物活性資材バイオクエン酸として製造販売している。両方の
商品に使用されている有用微生物群（通称バイオ）は分解特性に優れ、その検証として土壌中の難分解性の農薬分解試験
で成果を上げた。このバイオを使用することで発酵槽を設計して、有機肥料の製造プラントの販売にも着手している。

事業内容

天然有機コーヒーバイオ（商品袋）
発酵撹拌機（マニュアプラント LA-MUYT3000-A）

バイオクエン酸
（商品：２０Ｌキュ
 ービテナー入り）

第2章　バイオベンチャーの知財取組事例
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第2章　バイオベンチャーの知財取組事例

株式会社 井元製作所

京都府京都市上京区今出川通七本松東入ル突抜町５０１

代表取締役　井 元  俊 之 1987年6月 1,000万円 30人

０７５-４６４-３６３０

http://www.imonet.jp/index.html

０７５-４６３-２７１８

　株式会社井元製作所は下請け企業であったが、これからものづくり企業として成長していくためには、自社技術だけでな
く、大学の知的財産の活用が必要であると考え、ものづくり技術を具現化するために、まったく大学との繋がりがない中で、
大学に飛び込んでトライ＆エラーを繰り返していく中で、少しずつメーカーへと成長していくことができた。
　ニッチな分野にターゲットを絞り、次々と製作を繰り返していく中、自社の技術と大学の知的財産を活用することで、筋肉
の弾性（硬度）を測定する生体組織硬度計の開発に繋がり、ロングセラーとなる製品を手掛けるに至った。

　ニッチな分野で次々と製作していくメーカーとしては、１つ１つ特許を取得していくのは費用面でも非常に困難である。
　株式会社井元製作所では、迅速で、低価格なものづくりを行うのために特許取得は考えず、次から次に製作を手掛ける
オーダーメイド（特注）品を主流に取り組んでいる。
　その中から、社内及び社外（販売先や弁理士等の外部人材）の意見を聞きながら、生体組織硬度計のようなロングセラー
商品になる可能性のあるものを年に1件程度選定し、権利化する戦略を取っている。

　ものづくり、特にまだ世の中にない特注品を手掛けるニッチなものづくりの業界において、完成し、販売に至った後で権利
化を考えるのは、決して後手に回った対応でない。
　迅速な開発製造を最優先とし、市場の様子をみながら権利化するのも１つの戦略である。

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

　株式会社井元製作所は高分子・理化学・医学・バイオの分野における先端研究開発機器の創造型技術メーカーとして、
技術の向上を目指しつつ、積極的に開発を行っており、年間約200機種の製造を取り扱っている。
一例として
高分子領域／混練、プレス、塗工、延伸、各種試験、分析等の関連機器
医学薬学領域／生体組織硬度計測、スカフォールド等の関連機器
バイオ領域／細胞粉砕、微生物DNA抽出、凍結等の関連機器
がある。

事業内容

開発例一覧
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インタープロテイン 株式会社

大阪府大阪市北区豊崎３丁目１０番２号 アイアンドエフ梅田７０４号

代表取締役社長　細 田  雅 人 2001年5月1日 32,695.3万円 13人

０６-６３７４-５３０３

http://www.interprotein.com/jp/index.html

０６-６３７４-５３０５

　INTENDDは低分子医薬品として展開可能な新たな骨格を見出すための戦略（コンセプト）であり、化合物を見出すための手法
はStructure-Based Scaffold Generation（SGSG）と命名されている。SBSGは化合物を選定するためのアルゴリズムであ
るが、特許出願は行わず、ノウハウとして保持している。これは出願によって検討のプロセスが公開されてしまうのを避けるためで
もある。手法に関する技術は、侵害の検証が困難であるために、インタープロテイン株式会社においては秘匿すべき知的財産と位
置付けている。一方、自社独自で検討した成果物については、他者に具体的に示すことのできる知的財産（物質特許の対象）と位置
付けている。
共同研究等を行う場合も、手法の詳細を説明しなくても、具体的事例において良好な結果を提示することで、同社手法の価値を十
分理解いただくことが可能となり、連携を進められる体制が構築されつつある。
　このように、社内のみで取り扱う知的財産（ノウハウとしての手法）と、他者に開示する知的財産（物質特許を生み出す成果）を明
確に区別し、それぞれに適した管理方法を取ることによって、事業の推進と知的財産の保護を行っている。これら知的財産は、低分
子医薬品や中分子医薬品の創薬事業の基本技術として活用を行っている。

　インタープロテイン株式会社では日常の活動が常に知的財産に繋がる可能性があると認識し、事業活動を行っている。特
にINTENDDで使用するアルゴリズムについては、注意深く囲い込む知的財産として位置づけると共に、日々の研究開発活
動を通じて価値の向上に努めている。ノウハウに関しては承継の問題も意識し、事業の推進と並行して技術を担う人員の育
成を行っており、将来にわたって技術が継続され、ステップアップしていく体制を構築している。
　一方、自社のパイプラインとして検討した成果については、特許出願によって権利化を図り、それ自体の開発可能性を探
ると共に、他社に対して自社技術の有用性をアピールするツールとしても活用している。
　また、同社事業の中では他施設との共同研究の占める割合が大きく、これらにおける知的財産の取り扱いについては、研
究開始時に契約書上で取り決めるようにしている。このように検討を実施する前に知的財産の帰属を明確にすることで、自
社のノウハウを守ると共に、連携先の知的財産創出への寄与も明確にしている。

　特に創薬研究においては、特許出願のタイミングを慎重に判断してほしい。検討が不十分な状況で公開されてしまうと、他
者にヒントを与えるばかりでなく、その後の自らの知的財産の保護にも悪影響を及ぼす可能性にもつながる。もちろん、出願
が遅くなると、他社に先行され、権利化ができなくなる可能性もあるので、先行技術等の調査も非常に重要である。
　具体的事例として、競争資金の獲得を意識し、敢えて早めに出願するという選択肢もあるが、このような場合でも、技術公
開のデメリットと資金獲得のメリットのバランス等を踏まえ、公開を避ける方法（出願取り下げ）も視野に入れながら、その後
の事業展開の中で技術の完成度を高めていくことが重要と考える。

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

 インタープロテイン株式会社は、タンパク質間相互作用（prote in -p rote in  
interaction,PPI)の制御を目標に①INTENDD (INTerprotein's Engine for 
New Drug Design)を用いた低分子医薬の研究開発、②helix-loop-helix型立体
構造規制ペプチド（HLHP；マイクロ抗体）技術を用いた中分子医薬の研究開発、の２
つの技術を柱に事業展開を行う企業である。INTENDDは、標的分子の構造情報に
基づき3D模型を作製することでPPI阻害薬の対象となる結合サイトを見出し、その
形に相補的に結合する低分子を設計することを特徴とする技術である。この技術は、
これまでに多くのPPI標的に適用され、高い確率（10-20%）でヒット化合物を見出
すことに成功している。HLHPは、らせん構造の2本のペプチド（helix）をループでつ
なぐことで創薬分子の土台を完成させ、helix-loop-helix構造の一部に自由にアミ
ノ酸を配することで、標的分子と強力に結合する新たなタイプのペプチドを創製する
技術である。この技術は、生体内で高い安定性を示すペプチドを実現し、標的分子の
立体構造情報が不明の場合でも適用できるなどの利点を有するものである。

事業内容

helix-loop-helix型
立体構造規制ペプチド

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 AFIテクノロジー

第2章　バイオベンチャーの知財取組事例

兵庫県神戸市中央区港島南町６－7－4

代表取締役　円城寺  隆 治 2013年5月21日 5,388万円 5人

078-335-6699

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

　関西にある株式会社アイワークス（横山社長）が持つ特許を活用し、株式会社産学連携パートナーズ（隅田社長）と協力し、
誘電泳動を利用した製品開発を行うことを模索していた時に、旧知のフィルテクノジャパン株式会社の円城寺社長の持つ特
許が今後の開発のコア技術であったことから、３社で特許を活用した製品開発を行う会社としてAFIテクノロジーを設立する
こととなった。２つの特許を元に補助金や金融公庫の支援を受け、製品開発を行い設立して２年、28年4月には新製品（微生
物迅速検査分離／濃縮システムELESTA）の発売を開始する。研究用機器としての応用も可能であり、食品分野ではリアル
タイムで検査が可能で東南アジア等、海外展開も視野にいれて活動している。次期製品開発に関してもコアな特許と、製品
に関わる周辺特許を抑えつつ、開発を進めている。将来的にはIPOを目指す。

　平成26年度　戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン）では京都大学を事業管理機関として、同医学部、徳島大学工
学部、首都大学東京等による細胞解析・選別・分離のためのデバイス開発プロジェクトを行っている。
　社内発明に関して報奨制度として、具体的には整備されていないが、将来のIPOを踏まえ、ストックオプション制を導入し
ている。産学連携を重視しており、新たに再生医療に必要不可欠な大量迅速分別システム、細胞解析・選別・分離のための研
究施設を構え、研究開発を加速する体制を整えているところである。

　論文・特許に関して非常に重要なアイテムと位置づけている。資金など対外的な折衝においても重要である。そう言う意
味では基本特許はまず抑える必要があるものの、製品開発の段階で出てくるそのコアな特許の周辺特許を抑えること、製品
そのものを守るための特許がより重要と考えている。基本特許だけで製品自体が守れることはない。

所 在 地

創立年月日 資 本 金 従業員数

TEL

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AFIテクノロジーは、製品開発を行うに当たり誘電泳動に関する２件の特許を持っている。静電的な技術であ
る誘電泳動法を、戸井雅和教授（京都大学大学院乳腺外科学）大政健史教授（大阪大学大学院工学研究科）との共同研究
により発展させ、より効率的に細胞及び微生物の解析・選抜・分離を行うことに成功した。
　バイオ医薬品製造プロセスやiPS細胞などの再生医療の細胞製造プロセスでは、優良な細胞を非標識・非侵襲で選抜
し、高速で大量に分離・精製する技術が求められているが、未だ確立されていない。
　細胞の状態別の解析・選抜・分離を行うために誘電泳動下での挙動におけるメカニズムを解明し、解析技術と手法を確
立して誘電泳動技術を用いて新たな細胞操作システムを開発することを目指している。

事業内容
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株式会社 エマオス京都

京都府京都市右京区西院西田町２６

代表取締役　石 塚  紀 生 2004年3月 2,000万円 5人

075-323-6113

http://www.emaus-kyoto.com/

075-323-6115

　株式会社エマオス京都は、多種多様な分野への材料開発を行っている。そのために、京都大学、京都工芸繊維大学等の周
辺大学との共同研究・開発を継続し、積極的に権利化することに取り組んでいる。
　また、取得した特許はマッチング会等を通じて知り合った連携先企業に許諾し、連携先企業との協業という形で製品開発・
販路拡大を行うことにより産業界でのネットワークを構築し、事業の継続・拡大につなげており、その成果の１つとして、ポリ
マーモノリス材料が次世代フロー有機合成用リアクター「MonoReactor」に応用されている。

　保有特許は自社製品を守る為にだけ活用するのではなく、海外製品に対抗するため、企業の連携体を構築し、企業の連携
体から技術を創出するためのツールとして活用している。
　すなわち、保有特許を積極的に連携先企業へ許諾し、協業の形式を進めことにより、海外にも通用する技術・製品の創出、
幅広い事業展開、および製品開発のスピードアップを図る戦略をとっている。また、これらの戦略は、自社内だけで判断する
のではなく、相談できるかかりつけ弁理士のアドバイスを受けつつ、実行に移すようにしている。

　研究開発型企業のステージがアーリーである場合、知的財産の取得は非常に重要なことであるが、社内に知財専門員を
確保する事や、知財戦略にかかる費用を確保することは難しい。
　また逆に、時間と費用を十分にかけずに出願した特許は、防御力に不安が残り、後発技術に抑え込まれる危険もある。
　したがって、有効なアウトソーシングを構築することが重要であり、自社技術を十分に理解し、業界に明るく戦略を練れる、知
人からの紹介などを通じたかかりつけの弁理士との出会いは非常に重要であり、同業者からの紹介を受けるのが有効である。

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

　株式会社エマオス京都は、スポンジのような、マイクロメートル領
域の貫通孔と骨格が連続的に繋がった一体型の構造を有する多孔
性ポリマー、すなわちポリマーモノリス材料の製造技術を有し、モノ
マーの種類を変化させることにより、素材に親水性・疎水性の性質を
はじめとする機能性を変化させた多性能のモノリス構造の材料の開
発に取り組んでいる。モノリス構造を制御することができ、0.1～数
十μmの細孔サイズのコントロールを実現、また、シート状、パイプ
状、円柱状など形状も自由に製造できる。
　製造されるポリマーモノリス材料は、高速液体クロマトグラフィー
用カラムやキャピラリーカラム等の分離媒体、リチウムイオン電池用
セパレータ、次世代フロー有機合成用リアクター等、様々な用途へ応
用されている。

事業内容

ポリマーモノリス材料の様々な形状

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 MBR

大阪府豊中市刀根山五丁目１番１号（国立病院機構 刀根山病院内）

代表取締役　柳 　  義 和 2006年11月6日 4,610万円 11人

06-6854-0072

http ://www.mbresearch.co.jp/
06-6152-9072

（１）SMP-105（BCG-CWS）:  大日本住友製薬から開発権を譲渡された際にSMP-105の開発に必要な基本的な特許
　  の譲渡を受け、現在、4つの特許を維持している。また、MBRで開発した製剤技術と品質管理試験用のSMP-105の分
　  散技術については、現在、出願を準備中である。製剤特許については、特許を出願済み。本製剤特許は他の薬剤にも応用
　  可能なので実施例を追加する予定である。
（２）MBR-108:  住友製薬において製造承認申請直前に開発中止になったが、その一つの理由は、化合物が化学的に不安
　  定であったこと。この問題は、大阪大学産業科学研究所の加藤修雄教授と同社との共同研究により解決し、その成果は
　  特許出願された。この成果により、本薬剤の開発が可能になったので、その特許を国内大手製薬企業に譲渡し、開発が進
　  行中である。現在、国内外で第1相臨床試験が実施されているが、国内の試験は既に終了している。
（３）ドロキシドパ:  大阪大学の先生の臨床研究をサポートして新たな用途特許を出願した。ドロキシドパの米国での開発を
　  進める米国ベンチャー企業に本特許の国外の権利を譲渡し、国内の権利については留保している。COMTIとの併用の
　  国内特許は特許査定になったので国内でドロキシドパを販売している製薬メーカー（ジェネリックを販売している会社を
　  含め4社）に合剤の開発と効能追加を呼びかける計画である。

（１）SMP-105（BCG-CWS）については、大日本住友製薬から譲渡された特許は開発に必要なものを維持している。
　  また、必要な技術開発を行い、成果が出たものについては出願の予定がある。ただし、外国出願は多額の費用が要るた
　  め、その資金の調達が問題となっている。
（２）MBR-108については、医療ニーズやヒトでの有効性はすでに明らかになっていたが、問題点は化合物の安定性であった。
　  そこで、その課題に集中して大阪大学との共同研究により取り組み、解決することができ、臨床開発の再スタートに繋
　  がった実例である。
（３）ドロキシドパについては、自社に製薬企業でその研究開発を担当していた専門家が在籍しており、大阪大学の先生から
　  相談を受け、自社の知財担当者と協力して対応し、シーズを掴むに至った

　起業には資金調達と外部連携（共同研究など）が不可欠である。その基盤を確保するために、知財戦略が必須であり、信頼
できる人材を、できれば社内で養成してでも確保することが必要である。特許事務所の弁理士と相談する場合も社内にその
相談に対応できる人材が必要である。

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

　主な事業内容は、（１）がん免疫療法剤SMP-105（BCG-CWS）の開
発、（２）MBR-108の開発、（３）ドロキシドパの用法・用量の検討、効能追
加」である。医薬品開発の基本的な考え方は、「医療ニーズが明確である
こと」、「ヒトでの有効性が確認されていること」および「できれば作用機
序が明らかになっていること」の三つである。
（１）BCG-CWSは古い薬剤だが、近年、免疫科学の進歩によりその作用
　  機序が明らかになってきた。また、最近、新しい免疫療法剤の登場で
　  免疫療法でがんが治る時代になったと云われている。しかし、これら
　  の新薬が効果を発揮するためには治療開始時にがんに対する免疫が
　  動いている必要がある。BCG-CWSはまさにこのニーズに合った、が
　  んに対する免疫を動かす薬剤である。
（２）MBR-108は大阪大学産業科学研究所 加藤修雄教授と共同で特許
　  を出願し、その開発の権利を大手製薬企業に譲渡した。現在、国内外
　  で第1相臨床試験を実施中である。
（３）ドロキシドパについては、大阪大学の先生の臨床研究をサポートし、
　  特許を共同で出願した。国内の権利については留保し、国外について
　  は海外の製薬企業に譲渡した。

事業内容 SMP-105（BCG-CWS）の
がん免疫療法剤としての作用

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 大木工藝

滋賀県大津市中野３－４－１３

代表取締役　大 木  武 彦 1997年3月 6,000万円 16人

077-549-1309

http://ohki-techno.com/index.html

077-549-1933

　製造された炭素結晶の応用製品に関する知的財産を①類似品の有無、②市場規模、③グローバル化の見込みを基準とし
て、積極的に申請、取得している。炭素結晶の応用製品には、それぞれにおいて大学との共同開発を行っており、環境、医療、
食、美容関係と幅広い分野にわたって活用されている。
　大学との共同研究開発は、応用製品の性能評価や学術的な知見の獲得、価値ある新たな機能の発見を目指したものであ
り、その成果が、知的財産の獲得、効果のエビデンスの獲得につながっている。

　結晶化した炭素の性質、特性に精通しており、言わばノウハウを持っている。そのノウハウから炭素結晶の効果を見出し、製品
へのアイデアを創出し、これを産学連携により得られるエビデンスや発見される付加価値向上技術により、多岐にわたる産業へ
の製品展開を行っている。
　炭素結晶の応用製品の開発には大学との連携が重要であり、①研究開発を担当する研究室との連携②知的財産を担当する
大学事務との連携を緊密に行うことにより、研究室から得られる評価基準に基づく特許出願を大学と共願することを行っている。

　研究開発を行うのには、大学と連携することが非常に有用であるが、「研究開発を行う研究室」と「知的財産を担当する大
学事務」との対応には違いがあるため、注意を払うべきである。
　また、知的財産の創出には、権利者としての大学との対応においては、外部人材（地域のコーディネーター等）を活用する
のが望ましい。

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

　株式会社大木工藝は「自然から学び、自然に還す」をモットーに炭素を様々な形状に結晶化し、環境産業への展開、医療
産業への展開、食産業への展開、美容産業への展開をめざし、製品開発を行っている。
　環境産業では、炭素をシート状に成形し、炭素の均一な熱伝導性を応用した壁紙シートをはじめとする内壁用の建材の
開発、医療産業では、結晶化した炭素を切削加工により整形し、遠赤外線効果を応用した健康関連器具の開発、食産業で
は、熱伝導を応用した調理器具の開発、美容産業では、熱伝導効果を応用した美容機器の開発を行っている。

事業内容

■急速充放電キャパシタ用活性炭

■京漆蒔絵 ■高純度機能性炭素万年筆

■炭素温熱歯ぐきマッサージャー「ガムキュット®」

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 オステオファーマ

大阪府大阪市北区梅田１－１－３ 大阪駅前第三ビル11階22号

代表取締役社長　城 地  史 郎 2005年7月26日 1,000万円 2人

06-6454-6767 06-6341-8169

　1988年にジェネティクスインスティテュートがBMP遺伝子のクローニングに成功したが、すでに特許期限が切れてい
る。また、BMPとβ-TCPの組み合わせもすでに公知になっている。株式会社オステオファーマの発明は、大腸菌を用いた
BMPの製造法にあるが、製造法の開示を避けるため、特許化をせずにノウハウとして秘匿している。これらのことから同社
は特許の活用ができず、資金調達面や事業開発面で難しい状況に直面することが多かった。そこで必ずしも広い範囲をカ
バーする特許でなくても特許申請を行い、その特許をもとに助成金申請などを行い、知名度を上げること等を行いながら、
骨形成医薬品の販売に繋げていく計画である。

　前述のように広範囲をカバーする特許の取得が難しいため、株式会社オステオファーマでは開発を進める上で特許取得
が可能と思われる周辺特許を取得をしていく方針をとっている。現在は適応症を絞った用途特許や、動物薬に範囲を限定す
るなどで特許を申請している。また、BMPを大腸菌発現系に絞る、β-TCPの気孔サイズを絞るなど広い範囲をカバーでき
なくても同社の開発品のみをカバーするための特許申請を行っている。特許のアイデアに関しては外部の特許コンサルタ
ントおよび特許事務所と相談し、登録可能性のあるものはできる限り申請するようにしている。

　事業のベースとなる特許がないと、実質的には参入障壁が高い場合でも、ベンチャーキャピタル、製薬会社の説得が難し
くなるうえ、申請できる助成金も限定されることになる。極力早い段階で事業のベースとなる特許を取得しておくことが事
業展開を容易にすると思われる。

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

　株式会社オステオファーマは、骨形成因子BMPを用いた骨形成医薬品を開発している。整形外科や歯科で骨形成が必
要な場合には骨移植材料が用いられている。現在の標準治療では患者自身の自家骨を採取し、骨移植材料として用いら
れているが、健常部から骨を採取するため、採取箇所に疼痛、神経の麻痺、感染症などの懸念があるうえ、手術が煩雑なも
のになり医師・患者双方にとって負担となる。また、自家骨は採取量に限度があり、患者さんによっては採取する自家骨が
ない場合もある。BMPを用いた骨移植材料は、自家骨と同等の薬効に加え、自家骨採取の必要がなく、医薬品として安定
して供給することができる。海外では2002年にBMP製品が承認され、2002年から2007年の間に34万件でBMP製
品が使用されたことが報告されているが、日本では承認されたBMP製品はなく、これはドラッグラグにあたるものである。
また、同社は大腸菌を用いてBMPを製造するため、CHO細胞を用いて製造する海外品より安価にBMPを製造すること
が可能である。

事業内容

■ミニブタの下顎骨に5cmの骨欠損を作成し、BMPで修復

術後１日：骨欠損はそのまま 術後８週：骨組織が再生している

http://www.kinkibio.com/venture/bios/view/00024

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 office高分子医薬

大阪府大阪市中央区道修町3丁目大阪屋ビル２F５

代表取締役社長　安 井  清 忠 2014年1月 300万円 1人

０９０-５８８５-６０２８

http://triplem-pharm.com/index.html

０７２-９２２-２６１４

　注射剤の簡易製剤化はまだ一般的でなく、その必要性や取り組むべき内容、あるいはそれらを解決する手法について、研
究者に認知されている状況とは言い難い。したがって、簡易製剤化の必要性と方法について製薬メーカーに広く知ってもら
い、考え方を理解してもらうことが重要である。
　このような事業環境のため、知的財産について一種の技術広報ツールとして同社では位置づけ、技術内容をまとめた文書
として出願することによって、権利確保を目指しながら広報活動を進めることができるようになった。
　現在、海外への出願も進めている段階であり、幅広く注射剤の簡易製剤化技術を訴求することで事業パートナーを探す体
制づくりが行うことができたので、これらの知的財産（注射剤簡易製剤化事業等の基本技術）が今後の展開の基礎となるも
のと考えており、バイオ医薬品（高分子医薬品）分野に利用してもらうために、当該分野の製薬企業との連携を図っている。

　株式会社office高分子医薬が保有する基礎的な技術からは、非常にたくさんのアイデアが生まれ、それらを応用展開できる分
野もイメージできているが、経営資源の状況から取り組むべき分野を限定して検討している。生まれたアイデアはすべて知的財
産としての認識をしているが、「いかに事業に活かしていくか」の視点で権利化を図るかどうかを判断して進めている。
　進め方としては、①同社がコアとする分野、②直近で収益が上がる可能性の高い分野、を決めることで取り組むべき分野を明確
化し、それら以外の分野については、現状深堀はしないというスタンスで取り組みを行っている。

　知的財産を考えるうえでは、単に権利化を図るだけでなく事業をいかに進めていくかについて考えることが重要で、事業
推進の考えのもとに知的財産について相談できる先を見つけることが重要である。起業にあたっては事業の考え方、進め方
によって知財戦略も大きく変化するので、特許事務所を探す際には、事業としてどう考えるかをディスカッションできる先か
どうかを判断基準として欲しい。
（知的財産はバイオベンチャーの場合非常に重要ではあるが、あくまで、経営のツールの一つと考えて進めるほうが良い）

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office高分子医薬は精密ろ過技術をコアに、注射剤のヒト初回投与試験（First in man）に際しての簡易製
剤化技術を基礎としてバイオ新薬の開発促進に寄与する事を事業とする企業である。これは201２年の初回臨床試験の
ガイドラインに沿って開発したもので、試験において重要視される無菌性を担保しながら試験に必要な濃度の製剤を準備
することを可能とするものである。
　First in man試験に対する簡易製剤化は固形剤については多方面で検討が実施されてきたが、注射剤については事
例がなく、現在医薬品開発の中心であり、注射剤としての利用が中心となるバイオ医薬品（高分子医薬品）へ好適に用い
ることができる技術である。
　さらに、この精密ろ過技術は、付加価値製剤の製造（例：インスリン等の自己注射剤の保存剤除去）や食品等の生産プロ
セスへの応用を検討するなど、多方面への展開を図っている状況である。

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 カーボテック

京都府京都市中京区竹屋町通堺町東入ル絹屋町117

代表取締役　石 橋  　昇 1998年7月 5,540万円 5人

０７５-７５４-００２０

http://www.carbo-tec.co.jp/index.html

０７５-７５４-００２１

　株式会社カーボテックの取扱い製品は、規制当局が定める一定レベルにある製品を対象とするため、抜きんでたスペック
の製品は必要なく、製造技術等を知的財産化するよりも、むしろノウハウとして製造販売する戦略をとっており、その成果の
１つが、新複合炭化システムを活用した「粉末活性炭ハイモックスＤＣ-Ｐ１」である。
　環境に対する国際的意識や、健康に対する関心は年々高まってきており、大気汚染の原因でもあるダイオキシンをはじめ
とする有害物質の高レベル吸着剤の開発、水質浄化用吸着剤の開発も継続している。

　株式会社カーボテックのような研究開発型企業にとっては、技術シーズ元である大学や研究機関とのつながりが非常に重
要である。
　そのため、研究開発が成功し、製品化を達成した後でも、緊密な関係を維持するべく定例の研究会を設置し、活性炭に関
する広範囲の研究調査を継続できるよう取り組んでいる。これにより、新規事業の開拓と規制変化への迅速な対応を可能に
している。
　これらの取り組みに対する知的財産の戦略は必要に応じ講じており、経営者以外に知的財産の取扱いを管理する担当人
員の配置を行うとともに、社外のアドバイスも重要であるので、かかりつけ弁理士等を有効的に活用している。

　人間の住環境を保全する環境産業において、規制当局の定める基準値を達成させるスペック以上の製品は、得てして過
剰スペックによる製品価格の上昇につながり、ビジネス上有益ではない。
　そのため、市場に合った仕様に基づき、市場に受け入れられる価格での販売を考慮しなければならないことに注意を要し、
「知的財産の取得」と「開発に対する投資」は市場に合わせた取組が必要である。

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

　株式会社カーボテックは、廃木材等未利用バイオマスに無機質粉末を複合処理した後に炭化する独自の炭化／活性炭
化技術（複合炭化方式）を基礎とし、高度な炭素多孔体を生成し、無機質の特性を効率的に付与することが可能な活性炭
を製造し、以下の事業に取り組んでいる。

・ダイオキシン吸着剤・水質浄化材・土壌改良材・住宅調湿材等リサイクル活性炭・炭素製品の開発・販売
・リサイクル炭化装置・関連機器の開発・販売
・リサイクル事業のコンサルティング

事業内容

【粉末活性炭ハイモックスDC-P1】 【新複合炭化システムフロー図】

第2章　バイオベンチャーの知財取組事例
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有限会社 キセイテック

和歌山県橋本市向副１２０９

代表取締役　東   　昌 弘 1996年7月10日 520万円 5人

０７３６-３２-５０７５

http://www.kiseitec.com/

０７３６-３２-５０７６

　精油の抽出に関する基本技術である水蒸気蒸留に関しては歴史は古く、すでに権利として存続しないものである。また、
本事業のベースとなった技術は、林野庁の技術開発プロジェクトの中で生み出されたもので、プロジェクトの運営組合の保
有の後、事業を実施した化学メーカーに移転され事業化されてきたものである。その後、その知的財産の実施許諾を受け、
有限会社キセイテックに事業が引き継がれて現在に至っている（現在権利としては失効している）。
　つまり、本事業は根幹をなす知的財産をもとに、精油を抽出すること、抽出した精油を精製することなど、それぞれを得意
とする企業が連携することで事業全体の付加価値が向上した事例である。また、技術開発プロジェクトの推進を担う立場に
あったことから、事業の承継、技術の承継が円滑に行われたことにより、比較的長期間にわたってビジネスの優位性を確保で
きる結果につながった。これら知的財産は、現在同社の抽出事業の基本技術として継続して活用している。

　基本となる技術に関してはかなり以前のもので、すでに権利としては失効している。同社が取り組んできた精油の抽出事
業はニッチな分野で参入企業が少ない状況であったため、事業展開の中で生まれた生産に関するノウハウ的な部分につい
てはこれまで権利化が必要とは考えていなかった。しかしながら最近、海外から技術供与の要請があり、その要望に対応する
ために、保有する知的財産の見直しをする必要性が生じた。技術供与においては、知的財産の有無や権利化の状況の明確化
と、技術をとりまとめた文書を作成することが必要である。現在、これまでのノウハウを含めた情報を取りまとめて、弁理士と
相談しながら、出願明細書の作成を行うなど、特許出願を活用して技術展開の体制づくりを進めている。

　知的財産はベンチャー企業にとって重要であり、それを念頭において、事業を実施することは必須であるが、加えて事業
領域を考えることも重要である。
　大手企業、中堅企業、小規模企業それぞれで事業のテーマにすべきものが異なる。たとえばサラリーマンをやめて起業す
る場合などはどうしても小規模にならざるを得ず、中規模以上の企業が知っていても手を出さないようなニッチな分野や事
業を選ぶことが必要である（大きな市場のテーマは、やり方が知られてしまうと簡単に真似されてしまう）。小さな業界に大き
な流れのものの視点を持ち込むことを念頭に置いて進めることが成功の秘訣である。

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

　有限会社キセイテックは、樹木からその樹木を特徴づける成分（精油等）を抽出し、種々の商品原料として製造販売する
企業である。基本となる技術（加圧水蒸気蒸留技術）は、林野庁のプロジェクトで開発されたもので、有機化合物に代表さ
れる化学品の生産技術を加味したものである。製材時の端材や間伐材、枝葉等の樹木や植物の未利用資源を原料としな
がらも、高純度を保ちつつ工業レベルで生産できるようにしたことで、「天然ヒノキチオール」については国内唯一の製造
元となっている。
　現在同社は、ヒバ、ヒノキ、スギ等からその精油を抽出しており、これらは樹木や植物が本来有している抗菌性やフィット
ンチッドの穏やかな生理活性を活用した製品として展開されている。また、これら精油の香りは日本を表現するものとして
世界中に発信され大きな注目を集めている。

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 京都コンステラ・テクノロジーズ

京都府京都市中京区蟷螂山町４８１京染会館４階

代表取締役　村 上  竜 太 2008年3月31日 3,550万円 8人

075-241-9672

http://www.k-ct.jp/

075-241-9673

　株式会社京都コンステラ・テクノロジーズが提供する独自手法は、最先端のパターン認識技術を用い、 タンパク質と化合
物との結合情報から抽出された結合パターンから 活性化合物を予測するものである。このアプローチは、従来法である
SBVS（ドッキングシミュレーション法）と異なり、標的タンパク質の立体構造なしで予測が可能であり、 計算コストを低く抑
えられるという利点がある。またLBVS（類似化合物探索法）では困難な、新規骨格の化合物を発見できるという優位点があ
り、初期の段階でヒット化合物のバリエーションを 増やすなどの研究展開に使用することができる。CGBVS は、京都大学・
奥野恭史教授により開発された独自のin silicoスクリーニング手法であり、同社が京都大学より技術特許の独占実施権を
付与されている。また、特許技術であるCGBVSを用いた創薬支援insilicoサービス「ACISS」を実施するほか、「Czeek 
S」として販売している。さらにはCGBVSを用いた応用技術の研究開発により、denovoデザインシステム「CzeekD」の開
発・販売を行っている。

　株式会社京都コンステラ･テクノロジーズは、ＮＰＯ法人バイオグリッドセンター関西や、京都大学などの大学･研究機関、
製薬企業23社、及びIT企業との共同プロジェクトに参画し、次世代スーパーコンピューター｢京｣を活用した創薬研究に中核
的な立場で取り組んでいる。一般財団法人高度情報科学技術研究機構により次世代スーパーコンピューター｢京｣を活用す
る研究課題が公募され、同社が参加するコンピューター創薬プロジェクトが産業利用枠にて採択された。当プロジェクトは､｢
京｣を用いて､ＣＧＢＶＳを実装し約3000万個の化合物と約350種類のタンパク質のマツチングを行い､数105億通りと
なる組み合わせの中から医薬品候補となる化合物探索を実施する。このような大規模計算は世界初の試みであり、本研究を
通じて､製薬企業が実践的に｢京｣を利用して医薬品開発が行えるインフラ構築を行い､我が国の新薬創出の飛躍的向上に
貢献するものである。
　上記のような大規模プロジェクトに参加することにより、知的財産の創出・活用の足がかりとしている。

　ベンチャー起業の企画段階より、大学研究者や知的財産の専門家を交えた打ち合わせを持ち、開発戦略と特許戦略の立
案をお勧めする。また、起業前に顧客になり得る立場の民間企業担当者から事業性についての評価を頂き、ビジネスモデル
を鍛え上げるプロセスも重要である。知的財産の専門家は分野ごとの専門性を持った担当者であることも重要だが、事業全
体の戦略を理解し、知財戦略を立案できる専門家とパートナーシップを築くことも重要と考える。

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

　株式会社京都コンステラ・テクノロジーズは、京都大学・奥野恭史教授の技術をコア技術とし、京都大学発ベンチャー企
業として2008年に設立された。最先端の計算科学技術（ビッグデータ・人工知能関連）を用いて、創薬及び医療分野にお
いて独自のサービスやシステム製品の提供をしている。特に創薬支援事業においては、ビッグデータ創薬の先駆けとなる
CGBVS法（高速かつ網羅的なインシリコスクリーニングの技術）を基にした受託計算サービスやシステム製品の開発・
販売を行っている。CGBVS法は、京都大学が特許を保有し、同社が独占実施権を得て事業展開することで事業化に成功
したものである。さらには、応用技術の開発を行い、新たな応用特許を出願するなど保有技術の幅を広げており、医薬品
情報事業においては、医薬品の副作用データベースを用いたシステム製品の開発も行っている。
【事業内容】
１．創薬支援事業 ……… 受託計算サービス、CzeekS,CzeekD等のシステム製品の開発・販売
２．医薬品情報事業 …… 副作用データベースを用いた製品開発、CzeekV、CzeekRの開発・販売

事業内容

■創薬支援 in silico サービス　ACISS

第2章　バイオベンチャーの知財取組事例




