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国内ヒアリング調査  

大学における特許出願および産学

連携等に関する実態の把握、大学の

研究者が知的財産制度を活用するこ

とによって成果につながった具体的

な事例を収集する目的で、国内 12 大

学に対するヒアリング調査を実施し

た。 

背景 

 オープン・イノベーション促進のために産学連携の重要性が高まってきて

いる中で、産学連携活動や大学の特許出願は徐々に活発になってきている。  

一方で、大学の特許出願については特定の研究者への偏りが大きく、知財

意識の高い研究者の活動に依存していることが指摘されている。 

まとめ  

 大学の研究者が知財意識をもつことは、「研究を通じて社会貢献を実現する」

という目標に近づく手段の一つになり得る。  

 研究者の知財意識を高めるには、研究を通じた社会貢献の中で役立つツール

が特許であるという位置づけで、取組を促していく必要がある。  

委員会 

本調査研究における調査方針や事例整理の観点等に関して、専門的な視点か

ら助言を得る目的で、有識者 6 名で構成される委員会を設置し、3 回の委員

会を開催した。  

研究シーズ探索のためのツールに関

する調査 

大学の産学連携担当者や企業等で

産学連携に携わる者が、産学連携に

つながる研究者や研究シーズ等に関

する手がかりとなる情報の探索方法

を検討する目的で、論文等検索ツー

ルに関する調査を実施した。 

公開情報調査 

大学の研究者が特許出願を行うことについてのメリットや、特許出願がき

っかけとなって研究成果を実用化につながった成功事例等を収集・整理した。 

目的 

こうした現状を踏まえて、大学が自発的に知財意識の薄い研究者に対して

意識啓発できるようにするための方策を検討し、大学が積極的に知財活用で

きるようにするための施策立案の基礎とすることが本調査の目的である。 
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I ．  序  

 

１．  背景及び目的  

 

「知的財産推進計画 2017」において「オープン・イノベーションを促進する

ために、産学連携、産産連携を活性化させるための取組は極めて重要」とされて

おり、これまで「産学連携」支援に関しては、規程類の整備等を含む体制整備支

援や産学連携プロジェクトの事業化に向けた支援、研究開発プロジェクトから創

出される知的財産の権利化等に関する支援等、様々なものが実施されてきている。 

このような支援によって、大学の産学連携活動も徐々に活発になっており、大

学の知財収入は年々増加しているほか、大学の特許出願件数も 2009 年以降、概

ね 7000 件前後で推移している。  

一方、大学の特許出願については、特定の研究者に偏ったものになっていると

の指摘もあり、知財活用、産学連携活動は未だに知財意識の高い研究者個人の活

動に依存していると言える。また、組織的に産学連携を行うための知財マネジメ

ント体制が人材の質的な不足などから十分に機能していないとの指摘もあり、大

学で生まれた有用な研究成果について特許権が取得されず、大学の研究成果を十

分に活用する上での課題が山積している状況であると考えられる。  

こうした状況を踏まえて、大学や研究者の知的財産に対する意識に関連した課

題を整理し、今後大学が自発的に知財意識の低い研究者に対して意識啓発できる

ようにするための基礎となる情報を整理することを目的として本調査を実施し

た。  

 

２．  本調査研究の実施方法  

 

（１）  公開情報調査  

 

研究成果を活用することに対する大学関係者の意識や、大学が産学連携を行う

際の課題に関する情報、大学の研究者が知的財産権制度を活用することで具体的

な成果の創出につながった事例等を収集する目的で、公開情報調査を実施した。 

調査にあたっては、広く情報を収集する目的で、各種調査報告書や書籍、論文

だけでなく、大学の WEB サイト等のインターネット情報を含めて対象として実

施した。  
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（２）  国内ヒアリング調査  

 

公開情報調査等で収集した情報に関する検証や、大学における特許出願および

産学連携等に関する実態の把握、大学の研究者が知的財産制度を活用することに

よって成果につながった具体的な事例を収集する目的で、大学の研究者や産学連

携部門の担当者等に対するヒアリング調査を実施した。  

国内ヒアリング調査は合計で 12 大学に対して実施した。  

 

（３）  研究シーズ探索のためのツールに関する調査  

 

大学における産学連携担当者や企業等で産学連携に携わる者が、産学連携につ

ながる研究者や研究シーズ等に関する手がかりとなる情報の探索方法を検討す

る目的で、論文等検索ツールに関する調査を実施した。  

 

（４）  委員会による検討  

 

調査研究に関して専門的な視点からの検討、分析、助言を得るために、本調査

研究に関して専門的な知見を有する者 6 名で構成される委員会を設置し、計 3

回の委員会を開催した。  

 

（５）  調査結果の分析・取りまとめ  

 

前記（１）～（４）の調査・検討結果を総合的に分析し、報告書として取りま

とめた。  
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II ．  公開情報調査  

 

１．  調査実施概要  

 

（１）  調査目的  

 

研究成果を活用することに対する大学関係者の意識、大学が産学連携を行う際

の課題に関する情報や、大学の研究者が知的財産権制度を活用することで具体的

な成果の創出につながった事例等を収集する目的で、公開情報調査を実施した。 

 

（２）  調査実施方法  

 

書籍、論文、調査研究報告書、データベース情報及びインターネット情報など

を利用して、本調査研究の内容に関する文献などを収集し、整理・分析を行った。  

以下に、調査対象とした文献の一覧を示す。  

 

図表  II-1 調査対象文献一覧  

＃  文献名  著者  掲載誌  

1 ライフサイエンス分野におけ

る大学の知的財産活用と普及

の在り方とは  (特集  公共性と

知的財産権の最適バランスの

探求 )  

早乙女  周子 , 

寺 西  豊 , 阿

部  誠二  

日 本 知 財

学会誌  

10(1):2

013 

p.49-58 

2 事象からみる事務系中間管理

職に必要とされる知識・事項

(第 11 回 )大学と大学出願特許

(1)  

名古屋大学管

理運営マネジ

メント研究会  

文 部 科 学

教育通信  

(299):2

012.9.1

0 

p.12-14 

3 事象からみる事務系中間管理

職に必要とされる知識・事項

(第 12 回 )大学と大学出願特許

(2)  

名古屋大学管

理運営マネジ

メント研究会  

文 部 科 学

教育通信  

(300):2

012.9.2

4 

p.12-14 
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＃  文献名  著者  掲載誌  

4 大学と知財  (特集  知財を学ぶ )  加藤  浩  薬 学 図 書

館  

56(2) 

( 通 号  

212) 

2011 

p.109

～117 

5 大学の知的財産活動における

特許権・著作権・商標権の管理

と活用  (特集  大学と知財 )  

時田  稔  パテント  69(13)

=811:2

016.11 

p.24-34 

6 近畿大学の産学連携活動にお

ける知財取組みについて  

伊東  博之  パテント  69(13)

=811:2

016.11 

p.35-43 

7 ケミカルエンジニアのための

特許講座 (第 15 回 )大学におけ

る特許活用 (1)出願 ,権利化 ,実

施許諾   

林  ゆう子  化学工学  78(7):2

014.7 

p.492-4

94 

8 ケミカルエンジニアのための

特許講座 (第 16 回 )大学におけ

る特許活用 (2)実施許諾 ,権利譲

渡 ,リエゾン活動   

林  ゆう子  化学工学  78(8):2

014.8 

p.555-5

57 

9 日米大学ライセンス収入の差

とその対応  (特許情報施策お

よび事業 )  

久保  浩三  Japio year 

book  

2017 

p.124-1

29 

10 化学研究における特許出願の

ススメ  : 大学研究者から見た

意義とは?  

小川  禎一郎  化学  70(11)=

774:20

15.11 

p.18-22 
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＃  文献名  著者  掲載誌  

11 大学等学術研究機関における

産学連携活動・知的財産活動の

必要性  

飯田  香緒里  看護研究  47(5)=

254:20

14.7・8 

p.414-4

20 

12 研究成果の保護・活用  渡辺  公義  看護研究  47(5)=

254:20

14.7・8 

p.421-4

29 

13 看護研究における産学連携・知

的財産活動事例  

網中  裕一  看護研究  47(5)=

254:20

14.7・8 

p.421-4

36 

14 大学発特許の保護に関する現

状と課題 -ライフサイエンス分

野を中心に - 

早乙女周子、

寺西豊  

特許研究  (48):20

19.9 

p.40-48 

15 第 1 回堀場雅夫賞審査委員講演  

電気化学的ナノテクノロジー

の展開  

逢坂  哲彌  Reabout 

(HORIBA 

Technical 

Reports) 

No.30 

Februa

ry 2005 

16 大学の成長とイノベーション

創出に資する大学の知的財産

マネジメントの在り方につい

て  

オープン＆ク

ローズ戦略時

代の大学知財

マネジメント

検討会  

- - 

17 事業化を目指す ”研究者 ”のため

の特許と契約  

浅野 滋啓  （ ラ イ フ

サ イ エ ン

ス ビ ジ ネ

ス MOT 講

座資料）  
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２．  調査結果  

 

大学の研究者が特許出願に取り組むことについて、公開情報をもとに「特許出

願を行うことのメリット」「特許出願を行わないことのデメリット」「大学の研究

者が特許出願を行わない理由」という観点で整理した。また、あわせて、大学の

研究者が特許出願を行うことによって成果創出につながった事例に関しても整

理を行った。  

 

（１）  特許出願を行うことによって生じるメリット  

 

公開情報調査の結果、大学の研究者が特許出願を行うことで得られるメリット

として主に指摘されていた内容は以下のとおりであった。  

 

（ｉ）共同研究のきっかけ創出  

 

大学の研究者が研究成果について特許出願を行うことによって、企業からのア

プローチを受ける機会が増加することや、企業との連携に向けたコミュニケーシ

ョンをより具体的に実施できるようになる等、共同研究のきっかけを創出するこ

とにつながるというメリットが挙げられた。  

 

【特許出願が共同研究のきっかけとなった例】  

（企業からアプローチを受ける機会の増加）  

⚫ 企業が注目するテーマについての研究成果を特許出願したことがき

っかけとなって、複数の企業からのコンタクトを受けるようになり、

今後共同研究へと発展する可能性が高まる。（#7）  

⚫ 大学の研究を、企業との共同研究等に発展させるインセンティブとな

るものである。（#2）  

 

（企業との連携に向けたコミュニケーションの具体化）  

⚫ 大学として特許権を持っていることによって、大学が企業との連携に

向けた相談を進めていく際に、より踏み込んだ内容で議論を行うこと

が可能になる。（#6）  

⚫ 大学が研究成果を特許権として保護していることが、企業にとっては

安心して連携できる材料となる場合がある（大学の産学連携担当者と
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しても紹介しやすいことがある）。（#6）  

 

（ⅱ）研究費の獲得  

 

大学の研究者が単独で出願した特許に興味を持った企業等に対して、当該権利

をライセンスもしくは譲渡することによって、研究費の獲得につながり、研究者

自身の研究を発展させられる可能性が高まるというメリットが挙げられた。  

 

【特許出願が研究費の獲得につながった例】  

⚫ 特許権を企業にライセンス／譲渡することで、研究費獲得につなが

り、次の研究開発へ投資を行うことができる。（#1、4、5、6、9、10、

11、12）  

⚫ 大学の研究者と企業が共同開発して取得した特許権に興味をもった

大手メーカーに対し、数億円規模のライセンスが成立。（#15）  

 

（ⅲ）研究業績の充実化  

 

特許権取得の実績を、研究者自身の研究業績へと加えることによって、研究業

績を充実させることができ、社会的地位の向上や研究費獲得の際の業績 PR につ

ながるというメリットが挙げられた。  

 

【特許出願が研究業績の充実化につながった例】  

（社会的地位の向上）  

⚫ 研究成果で特許権を取得した実績を研究者としての研究業績の一つ

として追加することができ、公的な研究費の獲得に対するプラス材料

となる。（#3、6、10）  

⚫ 特許がないと申請できないような競争的資金や助成金の公募に応募

できる。（#2）  

 

（ⅳ）研究成果の実用化  

 

特許出願がきっかけとなって企業との連携が進むことによって、最終的には研

究者自身の研究成果が製品として実用化し、社会貢献につながるというメリット

が挙げられた。  
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【特許出願が研究成果の実用化につながった例】  

⚫ 大学の特許をもとにして、企業がその研究成果を実用化へと進められ

るようになる。（#3）  

⚫ 大学の研究成果を特許化することで、事業化を通じて社会還元を行う

ことにつながる。（#1、2、4、5、11）  

 

（２）  特許出願を行わないことによって生じるデメリット  

 

公開情報調査の結果、大学の研究者が特許出願を行わないことで生じるデメリ

ットとして主に指摘されていた内容は以下のとおりであった。  

 

（ｉ）共同研究の機会損失  

 

大学の研究者が研究成果を特許出願しないことによって、企業との共同研究に

つながらない場合があるというデメリットが挙げられた。  

 

【特許出願を行わないことで共同研究の機会損失となった例】  

⚫ 企業が興味を持つような研究成果であっても、権利化が断念されてし

まうと、企業にとっては魅力的でなくなってしまい、共同研究の機会

損失にもつながる。（#17）  

 

（ⅱ）実用化の機会損失  

 

大学の研究者が研究成果を特許出願しないことによって、大学としての研究成

果を活用し、企業と共同開発することで実用化を行い、社会課題の解決に貢献す

るという目標を達成できない可能性があるというデメリットが挙げられた。  

 

【特許出願を行わないことで実用化の機会損失となった例】  

⚫ 大学として特許取得しなかった研究成果に着目した企業が、その後当

該技術を改良した発明で特許権を取得し、単独で事業化してしまう恐

れがある。（#13）  
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（ⅲ）大学が蓄積した知見に関する損失  

 

大学の研究者が研究成果を特許出願しないことによって、大学としてこれまで

多くのリソースを投入して蓄積してきた研究成果や知見についての対価を得る

ことが難しくなる場合があり、結果として損失につながる可能性があるというデ

メリットが挙げられた。  

 

【特許出願を行わないことで知見の損失となった例】  

⚫ 研究成果を特許化しないと、多くの資金を投じて大学が創出した知財

が、適切に保護されず、結果的に国益の損失ともなり得る。（#16）  

 

（３）  特許出願に対する研究者の意識  

 

公開情報調査の結果、積極的に特許出願に取り組んでいない研究者の意識とし

て主に指摘されていた内容は、以下のとおりである。  

 

（ｉ）特許権を取得することの意義が不明瞭  

 

企業ではなく、大学の研究者が研究成果を特許出願することの意義が不明確で

あるという内容が挙げられた。  

 

【特許出願に対する意義が不明瞭という指摘】  

⚫ 企業にとっては、発明を事業として実施することを独占する権利であ

るため、特許取得の意義は明確であるが、発明を事業として実施しな

い大学にとっては、その意義が明確になりにくい。（#2）  

 

（ⅱ）実用化が困難  

 

大学の研究成果に基づく特許出願を実施しても、企業の戦略や方針に合わず、

結局連携や実用化につながらないという指摘や、企業と共同で特許出願まで実施

した場合であっても、企業側の都合で実施されず、結局実用化につながらない場

合があるという指摘が挙げられた。  
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【特許出願しても実用化が困難という指摘】  

（大学が出願する特許と企業における事業戦略の不整合）  

⚫ 権利行使の対象となる製品を限定することについて、事業を実施して

いるわけではない大学では判断に限界があるため、結果として事業化

した際に有効となるような、質の高い明細書作成を行うことが難し

い。（#2、5）  

⚫ 大学の研究は基礎的なものが多く、産業界が求める内容からは遠い。

（#10）  

⚫ 大学の特許は、実際例の記載が少なく、排他性が低い（特にライフサ

イエンス分野）。（#14）  

 

（企業側の都合で実用化されない）  

⚫ 研究成果を大学と企業が共同で出願しても、企業側の都合で実施され

ないというケースがあり、結局大学で生まれた研究成果が埋もれてし

まったり、実施料収入を得られなかったりすることがある。（#8）  

 

（ⅲ）特許出願に要する資金の不足  

 

特許出願に要する費用面での負担が大きく、そのことが原因でなかなか特許出

願を行えないという趣旨の指摘があった。  

 

【特許出願に要する資金が不足しているという指摘】  

⚫ 分野によっては、特許出願を検討する際に、外国出願までしておくこ

とが求められるものもあるが、大学においてはこのための資金を確保

することが困難なことも多い。（#14）  

⚫ なんとか研究費をやりくりして、自身の研究費から捻出した資金で特

許出願をした研究者もいるが、結局収入には結びつかず、「特許出願

はコストがかかるだけ」という認識を持ってしまった研究者も一定数

存在する。  
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（４）  特許出願が成果創出につながった事例  

 

（ｉ）大学の研究者が創出した研究成果を用いて、企業が実用化へ向けた展開

を実施した事例  

 

①ライフサイエンス分野×実用化：広島大学の事例  

 

 広島大学・二川教授の研究成果である「L8020 乳酸菌」（歯周病菌や虫歯菌に

対する抗菌効果を保有する菌）に基づく特許を UHA 味覚糖株式会社にライセン

スし、これを同社がタブレットとして製品化した 1。  

これにともない、広島大学は本研究成果に関連して、毎年数百万円の実施料を

受領している 2。  

 

図表  II-2 広島大学の事例における特許の役割  

広島大学

研究成果
「L8020乳酸菌」

特許

ライセンス

UHA味覚糖（株）

特許
実用化

（タブレット）

実施料収入

 

 

②ライフサイエンス分野×実用化に向けた展開：名古屋大学・信州大学の事例  

 

 名古屋大学・高橋教授のグループと、信州大学・中沢教授のグループが共同で

開発した研究成果である、CAR-T 細胞の製造技術に関する特許を、株式会社ジ

ャパン・ティッシュ・エンジニアリングに対してライセンスを行い、同社が保有

するノウハウや製造設備等を活用しながら、治療薬の開発を進めている 3。  

なお、特許ライセンス契約にともない、名古屋大学および信州大学は、同社か

                                                   
1 広島大学 WEB サイト「【研究成果】お口の中の乳酸菌、「 L8020 乳酸菌」を活用  産学連携で、虫歯・

歯周病を抑える新しいタブレットが誕生」  

<https:/ /www.hiroshima-u.ac.jp/news/39812>（最終アクセス確認日： 2019 年 3 月 6 日）  
2 一般社団法人大学技術移転協議会 WEB サイト「広島大学  虫歯・歯周病を抑える新しいタブレット」 

<https:/ /unitt .jp/survey/products/p02/ >（最終アクセス確認日： 2019 年 3 月 6 日）  

3 株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング WEB サイト「ジャパン・ティッシュ・エンジニ

アリングと名古屋大学・信州大学  CD19 陽性  急性リンパ性白血病の自家細胞由来治療薬開発に関する  

がんへの攻撃性を高めた  CAR-T 細胞の低コスト製造技術の特許ライセンス契約を締結」  

<http://www.jpte.co.jp/news/20180621.pdf>（最終アクセス確認日： 2019 年 3 月 6 日）  

https://www.hiroshima-u.ac.jp/news/39812
https://unitt.jp/survey/products/p02/
http://www.jpte.co.jp/news/20180621.pdf
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ら契約一時金と開発マイルストン、売上ロイヤリティを受け取ることになってい

る。  

 

図表  II-3 名古屋大学・信州大学の事例における特許の役割  

名古屋大学・信州大学

研究成果
「CAR-T細胞製造技術」

特許

ライセンス

㈱ジャパン・ティッシュ・
エンジニアリング

特許
治療薬開発へ
向けた展開

契約一時金、開発マイルストン、売上ロイヤリティ

 

 

③ライフサイエンス分野×実用化に向けた展開：徳島大学の事例  

 

 徳島大学・梶教授の研究成果である「ボツリヌス製剤 A2NTX」（筋肉の過度

な収縮を抑制する効果を有するタンパク質。脳卒中後上肢・下肢痙縮に対する治

療効果が期待される）に基づく特許権を、塩野義製薬株式会社にライセンスし、

同社が実用化に向けた臨床試験等の準備を実施している 4。  

 本研究成果が実用化すると、脳卒中後に発生する体の麻痺に悩む患者の苦痛を

軽減させられる可能性がある。  

 本件については、同教授の「患者を苦痛から救いたい」という強い想いのもと、

産学連携担当者と協働してライセンス活動を行っていた中で、DSANJ 疾患別商

談会で研究成果を紹介したことがきっかけとなり、塩野義製薬株式会社との出会

いにつながったとのことである 5。  

 

図表  II-4 徳島大学の事例における特許の役割  

徳島大学

研究成果
「ボツリヌス製剤

A2NTX」
特許

ライセンス

塩野義製薬㈱

特許
実用化に向けた

展開

 

 

 

                                                   
4 徳島大学 WEB サイト「徳島大学は新薬開発に向けて塩野義製薬株式会社と契約を締結しました」  

<https:/ /www.tokushima-u.ac.jp/docs/2016120700018/>（最終アクセス確認日： 2019 年 3 月 6 日）  

5 織田聡「地方大学発  医薬分野の産学連携への挑戦」（産学官連携ジャーナル  2017 年 6 月号）  

<https:/ /sangakukan.jst.go.jp/journal/journal_contents/2017/06/articles/1706 -06/1706-06_article.html>（最終

アクセス確認日： 2019 年 3 月 6 日）  

https://www.tokushima-u.ac.jp/docs/2016120700018/
https://sangakukan.jst.go.jp/journal/journal_contents/2017/06/articles/1706-06/1706-06_article.html
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④ライフサイエンス分野×実用化に向けた展開：山口大学の事例  

 

 山口大学・小林教授の研究成果である、EPA を活用した血管病予防物質に関

連した特許権を、健康食品を製造販売するオリエンタルバイオ株式会社にライセ

ンスを実施することで、研究成果が実用化された 6。  

 本件については、同教授の「血管病の患者を救いたい」という強い想いのもと、

産学連携担当者と協働してライセンス活動を行っていた中で、オリエンタルバイ

オ株式会社と出会い、実用化につながった。  

 血管病については、発症する前の予防が重要であるとの考えのもと、同教授の

研究成果を健康食品として実用化・販売をしている。  

 

図表  II-5 山口大学の事例における特許の役割  

山口大学

研究成果
「血管病予防

物質」
特許

ライセンス

オリエンタルバイオ㈱

特許
健康食品として商品化
血管病の予防に貢献

 

 

⑤材料分野×実用化に向けた展開：信州大学の事例  

 

 信州大学・手嶋教授の研究成果である結晶育成技術（フラックス法）をもとに

して、トクラス株式会社と共同研究を進め、共同出願による特許権を取得したう

えで商品化を行い、携帯型の浄水ボトルとして実用化した 7。  

日本においては、一般に高い安全性を有する水質が担保されているが、非常に

古い水道管からは金属の溶出が見られることがあるほか、海外においてはこうし

た問題が見られる地域もある。  

 本研究成果が実用化したことによって、こうした問題を素早く解決し、手軽に

安全な水を確保できる可能性が高まるという点で、社会貢献につながることが期

待される。  

 

 

 

                                                   
6 発明協会「発明協会会長賞  血管病を予防する機能性食品の開発」  

<http://koueki.j iii .or.jp/hyosho/chihatsu/H25/jusho_chugoku/detail /ji ii .html >（最終アクセス確認日： 2019

年 3 月 6 日）  
7 トクラス株式会社ニュースリリース「水を安全に変える、世界初の重金属除去材を共同研究開発」  

<https:/ /www.toclas.co.jp/news/20181024_2/ >（最終アクセス確認日： 2019 年 3 月 6 日）  

http://koueki.jiii.or.jp/hyosho/chihatsu/H25/jusho_chugoku/detail/jiii.html
https://www.toclas.co.jp/news/20181024_2/
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図表  II-6 信州大学の事例における特許の役割  

信州大学

研究成果
「結晶育成技術」

共同研究

トクラス㈱

携帯型浄水ボトルとして
実用化

特許

 

 

⑥電気電子分野×ベンチャー設立：静岡大学の事例  

 

 静岡大学・川人教授の研究成果である CMOS イメージセンサ関連の技術をも

とにして、大学発ベンチャー企業として株式会社ブルックマンテクノロジを創業

し、同社を通じて事業化に取り組んでいる 8。  

 静岡大学で創出された研究成果に基づく特許について、同事業に関連するもの

については、ブルックマンテクノロジとの間で包括的なライセンス契約が締結さ

れており、これによって研究成果をスムーズに実用化することを実現している。 

 

図表  II-7 静岡大学の事例における特許の役割  

静岡大学

CMOSイメージ
センサ等に関する

研究成果

特許 包括ライセンス
契約

㈱ブルックマン
テクノロジ

特許
実用化特許

特許

特許

設立

特許

特許 特許

 

 

 

 

 

 

                                                   
8 青山聡「ベンチャービジネス（第 4 回）ブルックマンテクノロジ～大学発・半導体・地方創生モデル

ベンチャーの挑戦～」映像情報メディア学会誌  Vol. 72, No.4, pp. 589=593 (2018)  
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⑦ライフサイエンス分野×実用化：香川大学の事例  

 

香川大学・森教授の研究成果である内視鏡誘導補助具に関連する特許がきっか

けとなって、医療機器製造業である株式会社トップとの共同研究に発展し、その

後同社との共同研究成果を共同出願で特許化し、最終的に製品化に至った 9。  

 同製品は、救急搬送されてきた患者に内視鏡を挿入しやすくすることを目的に

開発されたものであり、これが実用化することで、医療現場において早急な処理

ができるようになった。  

 

図表  II-8 香川大学の事例における特許の役割  

香川大学

研究成果
「内視鏡誘導
補助具」

特許

共同研究

㈱トップ

（基本特許）

研究の発展

研究成果

特許 特許 特許

製品化

（周辺特許）

 

 

 

 

                                                   
9 兼平重和「四国 TLO インタビュー -イノベーションの創出に向けて -」パテント  Vol. 71, No.  5 (2018) 
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III ．  国内ヒアリング調査  

 

１．  調査実施概要  

 

（１）  調査目的  

 

公開情報調査等で収集した情報に関する検証や、大学における特許出願および

産学連携等に関する実態の把握、大学の研究者が知的財産制度を活用することに

よって成果につながった具体的な事例を収集する目的で、大学の研究者や産学連

携部門の担当者等に対するヒアリング調査を実施した。  

 

（２）  調査実施方法  

 

（ｉ）調査対象の選定  

 

公開情報調査や委員会における指摘等を踏まえて、例えば「大学として産学連

携や知的財産権制度の活用について積極的な取組を実施している」「大学の産学

連携や知的財産権制度活用に関する有識者が所属している」「知的財産権制度を

活用して研究成果の実用化等を実現した研究者が所属している」等の観点で、以

下の大学を調査対象として選定した。なお、ヒアリング調査の実施にあたっては、

可能な限り、大学の産学連携担当者と、知的財産制度を活用することで成果を創

出した研究者の双方に対してヒアリング調査を実施できるよう依頼を行った。  

 

図表  III-1 ヒアリング調査の対象先  

＃  大学名  

1 東北大学  

2 山形大学  

3 信州大学  

4 静岡大学  

5 名古屋工業大学  

6 三重大学  

7 立命館大学  

8 大阪大学  

9 奈良先端科学技術大学院大学  
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＃  大学名  

10 広島大学  

11 山口大学  

12 九州工業大学  

 

（ⅱ）調査項目  

 

 ヒアリング調査を実施するにあたり、大学の産学連携等担当者に対するヒアリ

ング調査項目と、研究者に対するヒアリング調査項目を、以下のとおりに分けて

準備した。  

 

①  産学連携等担当者に対するヒアリング調査項目  

 

大学の産学連携等担当者に対しては、「大学全体として見た場合の、知的財産

権制度活用の実態」や「特許出願を行うことが有効であると思われる研究者」「今

後、大学にとって知的財産権制度活用という側面から必要な支援」等を把握する

目的で、以下の観点でヒアリング調査を実施した。  

 

【産学連携等担当者に対するヒアリング調査内容】  

①  大学における知的財産権制度活用の実態  

 大学全体として見た場合の、研究者における特許出願に対する意

識の現状  

 研究分野や世代等の違いによる、特許出願に対する意識の差  

 

②  特許出願を行うことが有効であると思われる研究者  

 特許出願を促すことが有効であると思われる研究者の特徴  

 企業が関心を寄せる研究者の特徴  

 当該研究者を抽出・発掘する際の観点  

 研究者に対して特許出願を促す際に有効と思われる手法  

 

③  大学として必要な支援  

 大学として、研究者における知的財産権活用の意識を高めるため

に実施している施策  

 研究者の知的財産権制度活用の意識を高めるために必要な支援  



- 18 - 

 

②  研究者に対するヒアリング調査項目  

 

 大学の研究者に対しては、「知的財産権制度を活用することで、研究者として

メリットを得ることができた事例」等を詳細に把握する目的で、以下の観点でヒ

アリング調査を実施した。  

 

【研究者に対するヒアリング調査内容】  

①  知的財産権制度を活用することでメリットが得られた事例  

 知的財産権制度の活用によって得られたメリットの具体的な内容  

 当該発明の発掘について  

 企業との接点が生じたタイミング  

 

②  知的財産権制度を活用するようになったきっかけ  

 知的財産権制度の活用に取り組み始めた時期  

 知的財産権制度の活用に取り組むようになった理由  

 

③  知的財産権制度に対する意識  

 知的財産権制度の活用に取り組む前に、知的財産権に対して抱い

ていた印象  

 

④  今後における研究の展開と知的財産権制度の活用  

 知的財産権制度に対して現在抱いている印象  

 今後における研究の展開や知的財産権制度活用の意向  
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２．  調査結果  

 

ヒアリング調査項目に基づき、大学の産学連携担当者等および研究者に対して

実施したヒアリング調査の結果を、以下のとおり整理した。  

 

（１）  産学連携担当者等に対するヒアリング調査結果  

 

（ｉ）大学における知的財産権制度活用の実態  

 

①研究者の知的財産権制度に対する意識  

 

 研究者の知的財産権制度に対する意識は、総じて高まってきている印象を持つ

大学が多かったが、一方で多忙な研究者が特許出願に割く時間をねん出できない

問題や、知的財産権制度に対する誤解、論文至上主義の風潮等があるという指摘

もあった。  

 

【研究者の知的財産権制度に対する意識】  

（全体的に意識が高くなってきている）  

⚫ 近年は、学内全体として、それなりに知的財産権制度に対する意識が

高まってきているように感じる。（C 大学）  

⚫ グラント獲得にあたり、特許を取得していることが評価されるように

なってきていることもあり、特許出願に対する意識・認識は高まって

きているのではないか。（H 大学）  

⚫ 日本の大学では、研究成果を広くオープンにして、誰かがその研究成

果を実用化する、という意識が一般的であったが、近年では啓蒙活動

等の成果もあり、知的財産権制度の活用に対する意識が高まってきて

いると感じている。（F 大学）  

⚫ 実学志向を持った研究者が増えてきており、それに伴って特許出願に

対する意識も高くなってきている。（A 大学）  

⚫ 法人化前は意識が低かったが、法人化後は徐々に意識が高まってきて

いる。（B 大学）  

⚫ 国の研究開発プロジェクト等へのチャレンジが増えてきており、それ

に伴って知的財産権制度に対する意識も高まってきているのではな

いか。（B 大学）  
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⚫ 近年は、学内全体として知財意識が高まってきており、2-3 割の研究

者が意識を持っているように感じている。（E 大学）  

⚫ 企業出身の研究者が増えてきていることもあり、全体として知財意識

は高くなってきている。（L 大学）  

 

（企業との連携をきっかけに知的財産権制度への意識が高まる）  

⚫ 企業との共同研究を経験すると、特許への意識が変わってくる。（F

大学）  

 

（意識はあるが時間や費用の関係で難しい）  

⚫ 非常に多忙な研究者が多いので、意識はあっても、実際に特許出願の

手続きに対して割く時間を確保するのが難しい。（H 大学）  

⚫ 予算が無いので、単願特許を出したくても出せない。（L 大学）  

 

（研究成果の活用や特許に対する誤解）  

⚫  研究者の中には、特許出願と論文発表が必ず二重投稿に該当すると誤

解している者もいる。多くの学会誌では、特許出願については二重投

稿にあたらないという方針をとっており、こうした誤解をといてあげ

ることも、研究者の知的財産権制度の活用にあたっては重要である。

（K 大学）  

⚫ 「ノーベル賞級の研究成果でないと特許にならない」「研究成果全体

でないと特許にはならず、研究成果の一部だけ特許にすることはでき

ない」という誤解を持っている研究者もいるはずである。（K 大学）  

⚫ 研究成果を論文として広く発表すれば、研究成果が広く普及し、企業

がそれを活用してくれるものであるという、楽観的な意識を持つ研究

者も多いが、「誰でも使える成果は、逆に誰も使いたがらない」とい

うことを知っておくべきである。特に地方大学においては、地域の中

小企業との連携を通じた社会実装を意識するべきであるが、地域の中

小企業が論文を見ることはほとんどないため、結果として活用され

ず、研究成果が社会に還元されないことになる。（K 大学）  

 

（論文至上主義の風潮）  

⚫ 研究者は「学会を通じて、論文という形で研究成果を社会還元してい

る」と言うことが多いが、地方の中小企業はまず論文を見ることはな
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い。論文として発表しても、それを見るのは一部の大企業だけであろ

う。（K 大学）  

 

②研究分野や世代等の違いによる、特許出願に対する意識の差  

 

また、大学の中でも、理学部や農学部に比べると、医学部や工学部に所属する

研究者が相対的に知的財産権制度に対する意識が高いとの意見が多く挙げられ

た。一方、世代による意識の差は、大学によって傾向が異なり、比較的若手研究

者の意識が高いという大学があった一方で、40 代後半以上の研究者の方が高い

意識を持っているという大学もあった。  

加えて、分野や年代よりも、所属してきた研究室の雰囲気・志向によって、知

的財産権制度に対する意識が異なるという意見もあった。  

 

【研究分野や世代等の違いによる、特許出願に対する意識の差】  

（医学部・工学部に所属する研究者の意識が高い）  

⚫ 本学においては、医学部による特許出願が最も多いが、工学部や農学

部等からの出願も一定数見られる。（C 大学）  

⚫ 橋渡し研究事業等を通じて、特許権を取得することの重要性が強調さ

れてきたこともあり、特に医学部においては特許出願に対する意識が

高まりつつある。（H 大学）  

⚫ 知的財産権のライセンス等に関する収入の大半が医学部の研究成果

に基づく特許権によるものである。（H 大学）  

⚫ 本学においては、医学部だけでなく他の学部からの出願もある。ライ

フサイエンスや材料系の研究者の意識が相対的に高い。（F 大学）  

⚫ 工学系・ライフサイエンス系の研究者は比較的知的財産権制度に対す

る意識が高い。このような分野では、社会実装を意識している研究者

が多く、企業と連携する「ツール」として特許出願を捉えているので

はないだろうか。（A 大学）  

⚫ 工学系を中心に、知的財産権制度の活用に対する意識がある研究者は

増えてきている。（D 大学）  

⚫ パワー半導体や太陽光発電等の電子部品関係、生体材料や半導体材料

等の材料系、医療機器系の研究者は、比較的特許出願に取り組んでい

る印象がある。（L 大学）  

⚫ バイオ系からの出願は、研究者数から見ると多い。（J 大学）  
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（理学部・農学部に所属する研究者の意識は相対的に低い）  

⚫ 医学部や工学部と比べると、理学部や農学部に所属する研究者の知的

財産権制度に対する意識は低いように感じる。理学系の研究者につい

ては、公的な研究機関等との連携は見られるものの、企業との共同研

究については非常に少ない。（A 大学）  

 

（若い研究者の意識が高い）  

⚫ 昔は特許出願よりも論文執筆に圧倒的な重きを置く風潮があったが、

今は特許出願をしないと企業の協力を得られないことが多く、特許出

願に対する意識は高まっており、特に若手研究者の方がそのような意

識が強いように感じる。（H 大学）  

⚫ 若い研究者の方が、高い知財意識を持っているように感じる。（L 大学） 

 

（中堅以上の研究者の意識が高い）  

⚫ 特許出願に対する意識が比較的高いのは、准教授で 40 代後半以降の

研究者ではないか。助教が筆頭発明者となっている特許出願はほとん

どない。（F 大学）  

 

（任期付の研究者は論文を重視する傾向が見られる）  

⚫ 任期付雇用の若い研究者は、発表した論文で評価されるため、どうし

ても特許出願よりも論文執筆を重視する傾向がある。（F 大学）  

 

（研究室の環境によって異なる）  

⚫ 研究者を指導する教授が知的財産権制度の活用に対する意識を持っ

ていないと、指導を受ける研究者も意識が生まれにくい。（F 大学）  

⚫ 研究者であっても、上司の影響を受けやすく、上司にあたる研究者が

知的財産権制度の活用に対してどのような考え方を持っているかに

よって変わってくる。（D 大学）  
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（ⅱ）特許出願を促すことが有効であると思われる研究者  

 

①特許出願を促すことが有効であると思われる研究者の特徴（意識面）  

 

 特許出願を促すことが有効である研究者の意識面における特徴として、少なく

とも知的財産権制度に対するネガティブな印象を持っていないことが前提であ

る、という指摘が複数あった。  

 これに加えて、自身の研究の展開に対するイメージを持っていることや、共同

研究・実用化への関心が高いこと等が、意識面の特徴として挙げられた。  

 

【特許出願を促すことが有効であると思われる研究者の特徴（意識面）】  

（研究の展開に対する意識やイメージを持っている）  

⚫ 「今後、自身の発明をどのように広げていきたいか？」という問いか

けをした際に、なんとなくでもよいので、展開の方向性に対する考え

を持っているような研究者であれば、特許出願を促す余地があるので

はないか。（F 大学）  

 

（共同研究や実用化に関心を持っている）  

⚫ 企業との共同研究や、事業化・実用化に関心を持っている研究者を、

特許出願を促す対象としている。（F 大学）  

⚫ 「企業との共同研究を持ちかけられた」「商品化を考えたい」といっ

た、学外との関係構築の過程で、どのような対応が必要なのかを確認

したいという悩みを持っている研究者は、候補となり得る。（E 大学） 

 

（外部発信に積極的である）  

⚫  外部発信を熱心に実施する研究者は、知財対応を丁寧に説明すること

を通じて、特許出願を検討・判断いただく対象になると考える。（E

大学）  

 

（知的財産権制度に対する意識）  

⚫ 今現在は特許出願に取り組んでいないものの、特許出願に取り組むこ

とでより研究成果を発展させられる可能性がある研究者の前提とし

て、「知的財産権制度の活用に対して、ネガティブな印象を持ってい

ない」方が、アプローチはしやすい。（C 大学）  
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⚫ 少なくとも、発明に対して無関心であるような意識の低い研究者が対

象になることはない。（F 大学）  

⚫  今は特許出願に取り組んでいないが、特許出願に取り組むことでより

成果を大きくできる可能性がある研究者については、「知財へネガテ

ィブな印象を持っていない」方が、大学としてはアプローチしやすい。

（E 大学）  

⚫ 特許に対して、強く否定的な意識を持っている研究者にまで無理やり

出願を促すのは難しいと思われる。（D 大学）  

 

②特許出願を促すことが有効であると思われる研究者の特徴（研究実績）  

 

また、特許出願を促すことが有効である研究者の研究実績面における特徴とし

ては、一定の研究実績を有していることが指摘されており、例えば研究費 10獲得

の実績があることや、論文の被引用数が多いこと、インパクトファクターの高い

論文誌での発表実績があること等が挙げられた。  

 

【特許出願を促すことが有効であると思われる研究者の特徴（研究実績）】  

（一定の研究費獲得実績がある）  

⚫ 特許出願を通じてさらに研究を発展させるにあたり、例えば「科学研

究費 B」くらいを取得した実績を有する研究者が対象になるのではな

いか。（C 大学）  

⚫ 医学や工学のような分野に限らず、大きな研究プロジェクトを取って

くるような研究者は対象になる。（F 大学）  

⚫ 科研費の獲得実績がある研究者は、それなりに研究成果を持っている

はずなので、対象としては適切であろう。ただし、実際には、こうし

た研究者はすでに特許出願にも取り組んだ実績があるかもしれない。

（A 大学）  

 

（発表論文の被引用数が多い）  

⚫ それなりに注目されている研究であれば、特許出願を通じてさらに発

展させられる可能性がある。そのような視点で考えると、発表論文の

                                                   
10 代表的な研究費として、科学研究費（科研費）が挙げられる。科研費に関する研究種目の種類とし

て、「特別推進研究」「新学術領域研究」「基盤研究（ S）」「基盤研究（A・B・C）」「挑戦的萌芽研究」「挑

戦的研究（開拓・萌芽）」「若手研究（A・B）」「若手研究」「研究活動スタート支援」「奨励研究」。  

https: //www.jsps.go.jp/ j -grantsinaid/01_seido/01_shumoku/index.html（最終アクセス確認日 :  2019 年 3 月 4

日）  

https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/01_seido/01_shumoku/index.html
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被引用数が多い研究者が対象となる可能性はある。もちろん、論文の

発表数も重要であるが、分野によって傾向が異なる可能性もあるの

で、被引用数という指標で対象となる研究者を発掘するのも有効であ

ろう。（C 大学）  

 

（インパクトファクターが高い論文誌への発表実績）  

⚫ Science や Nature のような、非常にインパクトファクターが高い論

文誌での発表実績がある研究者も有力な対象候補ではないか。（C 大

学）  

⚫ 査読付きで、それなりのインパクトファクターを有する論文誌へ、定

期的に論文発表をしている研究者は、一定の研究成果を創出している

可能性が高いので、アプローチする対象になる。（D 大学）  

 

（最近出願が増えてきている分野の研究をしている研究者）  

⚫ 例えば情報系の分野については、現状大学からの出願はあまりない

が、世の中的には増加してきているように感じている。こうした分野

においては、大学の研究者はまだ「自分の分野は特許とは関係ない」

と思い込んでいる可能性があるので、社会動向の紹介と合わせて特許

出願を促すのも良いのではないか。（D 大学）  

⚫ 情報処理系、ソフトウェア系の研究者による特許出願が少ないので、

発掘する価値があるのではないか。（L 大学）  

 

③特許出願を促すことが有効であると思われる研究者の特徴（属性）  

 

加えて、研究者の属性に着目すると、早い段階から知的財産権制度活用に対す

る意識を身に着ける必要があるという観点から、若手研究者を対象とすることに

意義があるという意見があった一方で、研究の幅が広がってきた 40 代後半以降

くらいの研究者を対象とすることにも意義あるとの意見があった。  

また、アプローチの仕方によっては、理学系の研究者も対象になるという意見

もあった。  

 

【特許出願を促すことが有効であると思われる研究者の特徴（属性）】  

（若手の研究者）  

⚫ 若手研究者に知的財産権制度活用の意識を高めてもらうことは、非常
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に意義のあることである。ただし、若手研究者はいまだに教授の支配

下に置かれて管理されているケースも少なくないので、どのように特

許出願を促すかについては、工夫を要するところである。（A 大学）  

⚫ 若手研究者（助教等）の中には、「特許出願に取り組んでみたいが、

いまいちやり方がわからない」という者も多いため、対象としては適

切であろう。（A 大学）  

⚫ 若手研究者はまだ十分に研究費を確保できていないことが多く、今後

自分で外部資金を獲得する手段の一つとして特許出願の意識を持っ

てもらうことは重要である。（B 大学）  

⚫ 毎年、それほど多くの若手研究者が入ってくるわけでもないので、今

後若手研究者が知的財産に対する意識を持ちながら、適切に研究を進

めていけるように、早いうちから対象としてアプローチするのがよ

い。（D 大学）  

⚫  若手研究者については、まだ実績がなくても、「面白い」と感じられ

るような研究者をいかにして発掘できるかがポイントであろう。こう

した研究者をデータベースや定量データ等をもとに探すのは難しく、

学内の人的ネットワークをたどって探し、直接話をしてみるしかな

い。（D 大学）  

 

（中堅の研究者）  

⚫ 40 代後半くらいになってくると、研究の幅が広がってくるので、特許

出願を促す対象となりやすい。（F 大学）  

 

（理学系の研究者）  

⚫ 理学系の研究者は、「特許」「実用化」という観点からだと、自身の研

究を過小評価しているように感じる。「自分の研究は基礎寄りなので、

特許や実用化にはなじまない」と思い込んでいる研究者が多い。こう

した研究者に対しては、「特許」「実用化」というキーワードでダイレ

クトにアプローチするのではなく、研究成果の用途展開についてのア

イデア出し・ブレスト、というスタンスでアプローチして議論すると、

特許出願に対する意識を持たせることができるのではないか。（A 大

学）  
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（ⅲ）大学として必要な支援  

 

①大学として実施している取組  

 

 現状、研究者の知的財産権制度に対する意識を高めるために実施している取組

として、特許出願に関連した項目から研究者を評価する制度とすることや、表彰

制度の創設等が、制度面の取組として挙げられた。  

 また、研究者に対して、研究成果を事業化するまでのストーリーを説明するこ

とで知的財産権制度に対する意識啓発を行うことや、関心を持った研究者を対象

として相談会を開催する等の取組も見られた。  

 

【大学として実施している取組】  

（特許出願実績を評価）  

⚫ 大学として研究者を評価する際に、以前は「論文発表件数」を重視し

ていたが、近年では「外部資金の獲得状況」も重視するようにしてい

る。外部資金の獲得にあたっては、特許出願が有効に機能する場合も

あるので、自ずと研究者の知的財産権制度に対する注目も高まってき

ている。（C 大学）  

⚫ 研究者に対する人事評価項目に、知的財産権に関するものがある。ま

た、教員を公募する際にも、特許出願等の実績に関する記載を求めて

いる。ただ、実態としては査読付き論文のウェイトが大きいのが事実

である。（F 大学）  

 

（表彰制度）  

⚫ 知的財産に関連した実績を対象とした表彰制度がある。（F 大学）  

 

（研究成果の事業化に向けたストーリーのレクチャー）  

⚫ 研究者に特許出願を促すことを目的として、特許制度そのものだけで

はなく、事業化に向けたビジネスモデル等の話もするようにしてい

る。（F 大学）  

 

（セミナーや相談会の実施）  

⚫  知財意識の向上のために、外部講師を招聘して、年に一回知的財産セ

ミナーを開催している。（L 大学）  
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⚫ 特定の研究分野（材料やライフサイエンス等）を対象として、弁理士

による発明相談会を実施したことがある。（A 大学）  

⚫ 教授会で弁理士からレクチャーをしてもらい、その後個別相談会を開

催するような取組をしている。（B 大学）  

 

（引き合い発生時の説明）  

⚫ 企業から共同研究等の引き合いを受けるタイミングが知財対応を検

討するタイミングであると周知している。共同研究先を探索する際に

も知財情報を活用できることも周知している。（E 大学）  

 

（外部への発信）  

⚫ 大学の WEB サイトで、本学が保有する特許を公開することによって、

研究者にも知財意識を持ってもらおうとしている。（L 大学）  

 

②今後必要となる支援  

 

 今後、大学の研究者が知的財産権制度に対する意識を高めるために必要な支援

として、特に若手研究者が特許出願等に取り組みやすくして、早い段階で知的財

産権制度を活用する経験を得られるような支援や、研究成果を実用化するまでの

ストーリーを語れる専門人材の提供、特許性だけでなく市場性等の観点からも研

究成果の活用に関する助言をできる専門人材の提供等の要望が挙げられた。  

 

【大学として必要な支援】  

（若手研究者に対する支援）  

⚫ これから研究を大きくしていく若手研究者への支援が充実している

とよいと考えている。例えば、「若手研究者の知財活用スタートアッ

プ事業」のようなものを企画して、お金のない若手研究者が自身の研

究成果で特許出願する経験をサポートできるとよい。若手研究者が公

的な補助を活用して特許出願を経験すれば、キャリアアップして資金

が充実してきた際に、自身の研究費でも特許出願に取り組むようにな

るのではないか。（C 大学）  

⚫ 特に若手研究者に対する支援が必要であると思っており、普及啓発の

ような総論的な情報提供にとどまらず、研究者に伴走して具体的な知

財活動を促すような支援が必要であろう。（A 大学）  
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⚫ 昨今の大学環境について、若い研究者にとっては、自由な研究環境を

確保できるようになった一方で、年長の研究者からの指導を受ける機

会が減ったということでもあり、若手研究者にとっての目標やロール

モデルが見えにくくなっている。こうした状況を踏まえると、若手研

究者に対して、大学が最初の５年程度の間に、正しく研究を進められ

るような方向性を示すことが重要である。（D 大学）  

 

（当該分野に明るい弁理士の常駐）  

⚫ 理想的には、よく特許出願を行う研究分野に明るい弁理士が大学に常

駐して、明細書作成のサポートを実施してくれるとよい。（H 大学）  

 

（研究成果の実用化を語れる人材の確保）  

⚫ 研究成果を実用化という出口まで持っていくためのストーリーを描

いて、研究者に説明できるような支援人材を確保することが重要であ

る。（F 大学）  

⚫ 研究者の研究成果をどのような用途で活用できる可能性があり、どの

ようにすれば事業化まで持って行けるか等、研究成果と実用化の関係

をつなぐ役割を担う人材が必要である。（B 大学）  

 

（研究成果の活用方法を判断できる専門人材の確保）  

⚫ 大学の人材も手薄であり、自信を持って特許出願を促せるような知識

を持ったスタッフがいない。研究成果について、論文発表とするか、

特許出願を促すかを判断できるような専門人材が必要である。（G 大

学）  

⚫ 大学であっても、特許性という観点から研究成果を見ることができる

人材はいるであろうし、いなくても提携している弁理士等に依頼する

ことができる。大学に不足しているのは、研究成果を「市場性」とい

う観点から見ることができる人材である。（B 大学）  

 

（研究成果に関する営業機能の整備）  

⚫ 大学に営業機能がない場合には、研究者が自分で企業に売り込みに行

かなければならなくなることもあるが、そうなると研究に割ける時間

が自ずと減ってくるので、研究力が低下してしまう。また、URA も

本来業務で手一杯のため、営業を行うにしても片手間になってしま
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う。地方大学でも良い研究を行っている研究者はいるので、こうした

営業機能をもっと整備するような施策が必要である。（K 大学）  

 

（具体的な事例等を通じた意識啓発）  

⚫  以前、「真の発明者は誰か？」という点について、大学と企業との間

で訴訟になったことがあったが、URA はこうした事例を知っておく

必要がある。（K 大学）  

⚫ 知財意識のない大学においては、受託研究や治験において、研究者に

特許を受ける権利があることを認識していないケースが見られる。こ

うした権利が大学（研究者）にもあることを知らず、研究成果をまる

ごと委託者に渡してしまい、知らないうちに損をしているということ

がある。こうした内容は契約に関わるものであるため、研究者にはわ

かりにくいと思うが、URA は認識しておくべきである。（K 大学）  

⚫ 獣医学部の研究者は、「治療法であっても、ヒトが対象ではなく、動

物が対象の場合には、特許を取得できる」ということを知らないので、

普及啓発の余地はある。（K 大学）  

⚫ 論文発表した内容を、本人の同意なく使用したとしても、何も文句を

言うことはできない、ということを研究者は知らない。こうした点か

らも、特許を取る意味を啓発する余地はある。（K 大学）  

⚫ 「寄与率」と「持分」の違いにつても、研究者および大学は知ってお

いた方がよい。寄与率（貢献率）は、発明完成時に確定するものであ

り、未来永劫変えることはできないが、持ち分は変更可能である。持

分を減らして経費を減らしても、寄与率（貢献率）は変わらない。た

だし、持ち分を０にすると、大学での研究を継続できなくなる可能性

があるので、１％でもよいから持っておくことは必要である。（K 大

学）  

⚫  知的財産基本法によれば、人材の育成や研究成果の普及に努めること

は、大学等の責務である。これを大学の職員や研究者は認識するべき

である。また、教育基本法においても、大学に対して、「社会の発展

に寄与」することが求められている。（K 大学）  
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（ⅳ）その他  

 

①研究者が特許出願を行う意義  

 

 その他の意見として、研究資金を自ら確保する必要性が高まっている現状の中

で、大学として特許出願を行う意義は大きくなってきているとの指摘があった。 

 

【その他（研究者が特許出願を行う意義）】  

（大学が特許出願を行う意義）  

⚫  昨今、運営費交付金が減少する中で、大学も自ら稼ぐことが必要とな

ってきている。その手段の一つとして共同研究の実施が挙げられる

が、企業が共同研究先を選ぶ際に、「特許権を取得できるほどの実績

がある研究者であるか」という視点で判断することもある。したがっ

て、研究者が知的財産権制度の活用に取り組むことは、大学の現状か

ら見ても、意義のあることだと考えている。（A 大学）  

⚫ 研究者が社会貢献という目的意識をもって研究を行う場合、どこかの

タイミングで企業との連携が必要となってくる。その際に、特許権を

取得した実績があれば、企業もそれなりに評価してくれるはずであ

る。（A 大学）  

 

②特許を取得しなかったことで、研究の展開に支障が生じた例  

 

 研究者が特許を取得しなかったために、当該研究の内容を知った企業が単独で

特許を取得し、研究者がその後研究を進める際に支障が生じるという例が挙げら

れた。  

 

【その他（特許を取得しなかったことで、研究の展開に支障が生じた例）】  

⚫  ある製造業から、研究についてのアドバイスを求められた研究者が、

技術指導契約等を締結していない状態で、研究のノウハウ等を広く助

言した（当該研究内容について、研究者は特許出願をしていなかっ

た）。後日、その企業が研究者から聞いた助言をもとに自社で研究開

発を進め、単独で製造方法に関する特許出願を行い、特許権を取得し

た。その後、研究者は研究を進めて、企業等と実用化に向けた展開を

行うことを考えていたが、関連する特許を既に当該企業がおさえてし
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まっていたために、研究を展開させるうえで制限をかけられてしまう

こととなった。この事案を通じて、当該研究者は研究成果に基づく特

許出願を行う必要性や、契約の重要性を痛感することとなった。（B

大学）  

 

⚫  医学分野における画期的な研究成果を創出することができたので、製

薬企業に協力を依頼して、実用化を図ろうと考えた。10 社以上に声を

かけて、研究成果の PR を実施して回ったが、全ての企業から断られ

るという結果になってしまった。いずれの企業からも、「研究成果と

しては非常に有用で面白い。しかし、その成果が特許になっていない

のであれば、企業としては協働して実用化に取り組んでいくことは、

正直難しい。」ということを言われた。この事案を通じて、当該研究

者は、特に創薬分野においては、企業にとって特許の有無が非常に重

要であり、「特許になっていない成果は、誰でも使える成果でもある

ので、逆に企業としては使いにくい。」とう考え方があることを知っ

た。（C 大学）  
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（２）  研究者に対するヒアリング調査結果  

 

（ｉ）知的財産権制度を活用することで研究者として得られたメリット  

 

①研究者として得られたメリット  

 

 研究者が知的財産権制度を活用することで得られたメリットとしては、「研究

成果の実用化促進につながった」という趣旨の意見が多かった。また、ベンチャ

ー設立に関する意見や、グラント申請時の PR 材料、自身のキャリアアップ等の

面からもメリットを感じる声があった。  

 

【知的財産権制度の活用によって研究者として得られたメリット】  

（研究成果の実用化促進）  

⚫ 画期的な研究成果を創出したため、それを活用して患者を救うという

目標になんとかして近づけないかと考えていた。当該研究成果につい

ては、特許出願を実施していたが、それに着目した企業が本学からラ

イセンスを受けることを決め、実用化に向けた試験を進めていってく

れることとなった。（C 大学・医学部・教授）  

⚫  大学病院では、研究を実施することはできても、薬を作ることまでは

できず、そのためにはどうしても製薬企業の力を借りる必要がある。

製薬企業に協力してもらうためには特許を取得しておく必要があっ

た。（H 大学・医学部・教授）  

⚫ 研究成果を実用化し、「一人でも多くの患者を救う」という研究理念

を実現することが目標であったが、特許取得をきっかけとしてその理

念に共感してくれる企業と共同研究をできるようになり、最終的には

薬や健康食品という形で実用化できた。（K 大学・医学部・教授）  

⚫ 大学研究室での研究開発から商品化へと進展し、上市に至ることがで

きたことは、特許出願することで得た成果メリットの１つであると考

えている。特許権を確保していることが、連携する企業側にとっては、

研究成果を継続して実施できるという安心感を得ることにつながり、

商品化に対する経営判断に好影響したと捉えている。（E 大学・工学

系・教授）  

⚫ ライスサイエンスの発見を医療に実用化しようとすると、化合物の有

効性を評価する前臨床試験の段階で、多額の資金が必要になる。そこ
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で AMED の予算を獲得するために特許を取得しておくことが有効に

なる。（ I 大学・ライフサイエンス系・教授）  

 

（ベンチャー設立を通じた実用化）  

⚫ 研究成果を実用化する手段として、ベンチャー設立を実現した。ベン

チャーを設立して、大学での研究成果を社会還元するにあたり、特許

を取得するということは必須のことである。現在では、本学と同社が

包括的ライセンス契約を締結しており、本学で創出された研究シーズ

を、特許ライセンスという形で同社が受け取り、社会実装に向けた開

発・実用化を担うというスキームを構築できている。（D 大学・工学

部（電気電子系）・教授）  

 

（新たな研究テーマへの展開）  

⚫ 研究テーマに対して、利用者の評価をフィードバックすることがで

き、あらたな研究領域を探索・深掘りする機会となった。これにより、

学術研究の幅と深さが広がったと捉えている。（E 大学・工学系・教

授）  

⚫ 特許を見た企業から問い合わせがあり、その後共同研究に発展した

が、企業との共同研究に取り組むことで、研究者としても考えが広が

り、結果として研究分野が広がった。（L 大学・工学系・准教授）  

 

（対外的な PR 活動のきっかけ）  

⚫ 特許出願がきっかけとなって、学内の担当部署から「新技術説明会」

におけるプレゼンの機会をもらうことができた。この説明会でのプレ

ゼンを通じて、研究成果を対外的に発信することができ、そのことが

きっかけで企業からアプローチを受けるようになった。（A 大学・工

学（材料系）・助教）  

 

（大型研究プロジェクト申請時の PR 材料）  

⚫ 比較的大きな研究プロジェクトの申請を行うにあたり、特許出願の実

績を複数記入することで PR につながり、結果として同プロジェクト

を獲得できた。（C 大学・医学部・教授）  

⚫  特許を取得したことで、グラントを獲得しやすくなった。グラントに

採択されるには、民間企業と連携を取れる体制を見せることが重要な
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場合もあるが、企業との連携を円滑に進めるためには特許を取得して

おく必要がある。（H 大学・医学部・教授）  

⚫ 実用型の研究費は、申請にあたって、論文よりも特許を取得している

方が高く評価される。ベースになる特許があって、実用化するために

開発していくという方が金額は大きくなる。また、報告書を作成する

際にも、論文よりも開発した技術の普及率が評価される。（J 大学・農

学系・教授）  

 

（キャリアアップ）  

⚫ 近年、本学では論文発表だけでなく、外部資金の獲得状況等も踏まえ

て研究者が評価されるようになってきている。これまでに、特許出願

がきっかけとなって共同研究につながり、それなりに外部資金を獲得

して来られたので、比較的若い年次にも関わらず高い評価を得て教授

になることができた。（C 大学・医学部・教授）  

⚫ 特許出願およびベンチャー設立を通じて、大学における自身の研究室

を大きく育てることもできた。研究室を持ったころは、総勢数名程度

の規模であったが、現在ではその 10 倍程度の大きな研究室になって

きており、研究テーマの幅も広がってきた。（D 大学・電気電子系・

教授）  

 

（学内組織とのネットワークづくり）  

⚫ 特許出願に取り組む前までは、大学に産学連携や知的財産を担当する

部署があるということ自体は知ってはいたが、これまでにまったく接

点はなく、どのようなことをしている組織であるのかも知らなかっ

た。（A 大学・工学（材料系）・助教）  

 

（研究室スタッフのモチベーション向上）  

⚫  研究成果が形となって社会に出るようになり、研究室に所属する学生

やスタッフも、非常に生き生きとして、やりがいをもって取り組んで

くれるようになった。（K 大学・医学部・教授）  

 

（地域貢献）  

⚫  特許を取得した研究成果をもとにして立ち上げたベンチャー企業は、

現在年商約 7 億、推定経済効果は設立から現在までで数百億円という
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経済的な効果をもたらしていることに加えて、従業員数も 30 名にな

っており、雇用創出という点でも、地域にメリットをもたらしている。

（D 大学・電気電子系・教授）  

 

（ⅱ）知的財産権制度を活用するようになったきっかけ  

 

①知的財産権制度の活用に取り組み始めた理由  

 

 研究者が知的財産権制度の活用に取り組み始めた理由としては、「実用化」と

いう研究者としての目標を達成するにあたり、どうしても企業との連携が必要で

あり、その時に特許が必要という意見が多く挙がっていた。  

 

【知的財産権制度の活用に取り組み始めた理由】  

（実用化へ進めるためには特許が必要であると感じた）  

⚫ なんとしても研究を実用化させて、医学の発展に貢献したかったた

め、独自に企業等へ話をしに行っていたが、特許権がないことを理由

に断られてしまってばかりであった。このことがきっかけで、企業と

連携して研究成果を実用化に向けて展開していくためには特許が必

要であることを痛感した。（C 大学・医学部・教授）  

⚫ 特許を取った理由は、決してお金のためではない。薬を作るには、ど

うしても製薬企業の協力が必要であり、製薬企業に協力してもらうた

めには特許が必要であった。（H 大学・医学部・教授）  

⚫ 従来の性能を大きく上回る技術の開発に成功し、この技術を世の中に

広めることで、社会課題の解決につながるのではないかという夢が見

えるようになった。一緒に実現へ向けて取り組んでくれる仲間（企業）

を集められるよう、特許出願を行った。（A 大学・工学（材料系）・助

教）  

⚫ 研究のみではなく、商品化することによって社会貢献を目指す意識が

高まり、そのための事前準備として知財対応の必要性を捉え、取り組

んでいくこととなった。これまでに他の案件で大企業と共同研究して

いた経験があり、特許出願の必要性については知識として得ていた（E

大学・工学系・教授）  

⚫ 工学の研究者として、「社会実装」「実用化」というゴールをずっと意

識して研究を続けてきており、その手段として「ベンチャー設立」を
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考えていた。その過程で、コアとなる研究成果については特許権を取

得し、それをベンチャーが活用して事業化する、という流れは、当然

のこととして捉えていた。（D 大学・電気電子系・教授）  

 

（研究成果に財産的な価値があることを知った）  

⚫ 以前、海外の研究機関が自身と同じ研究成果で取得した特許を、国内

の大手企業が 5 億円で買おうとしているという情報を耳にした。自身

としては、研究で儲けたいと思っていたわけではなかったが、基礎研

究であっても、数億規模のお金が動くことを知り、特許を取得してお

くことの重要性を知った。（H 大学・材料系・教授）  

 

（大学の普及啓発活動を通じて有効性を感じた）  

⚫  10 年ほど前、大学の研究者に特許取得を促す事業があり、URA 担当

者が学内全ての研究室を訪問して特許取得を促した。実際に URA 担

当者から特許取得を勧められたことがきっかけで、特許の取得に至っ

た。当時の事業はとても有意義だったと感じている。（C 大学・医学

部・教授）  

 

（海外の留学先で、研究成果の活用方針に関する考え方が変わった）  

⚫ 海外の民間研究所へ留学した際に、研究に対する価値観が大学と企

業で違うということを教えてもらった。同研究所では、最も良い成果

はコンフィデンシャルにし、その次に良いものは特許にし、特許にも

ならないものは論文にしていた。仮に研究成果の評価を数値化する

と、コンフィデンシャル：特許：論文の評価比率は１００：１０：１

くらいであった。その経験があったので、研究で成果が出たときは、

特許になるかどうかを考え、次に論文を出すかを考えるようになっ

た。（H 大学・材料系・教授）  
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（ⅲ）知的財産権制度に対する意識  

 

①知的財産権制度の活用に取り組む前に、知的財産権に対して抱いていた印象  

 

 研究者が、知的財産権制度の活用に取り組む前に知的財産に対して抱いていた

印象としては、ネガティブなものが多く、例えば「金もうけの道具」「研究成果

を活用しにくくするもの」という意見があったほか、「費用がかかる」「手続きが

煩雑」といった事務的な面からネガティブな印象を持った意見もあった。  

 また、「自分の研究は特許とは関係のないもの」「論文以外は興味がない」とい

うような、知的財産権制度に対して無関心であったことを示す意見も見られた。 

 一方で、工学系の研究者を中心として、「特許が重要なものであるという認識

は持っていた」「自身の研究費獲得につながる可能性がある」というような、比

較的ポジティブな印象をもともと持っていたことを示す意見もあった。  

 

【知的財産権制度の活用に取り組む前に、知的財産に対して持っていた印象】 

（特許は金もうけのための道具）  

⚫ 特許の重要性に気が付く前までは、特許に対して「金もうけのための

もの」「患者である子どもたちと接する自分が金もうけの活動をする

なんて、とんでもない」というようなネガティブな印象を持っていた。

（C 大学・医学部・教授）  

 

（研究成果の活用をしにくくなる）  

⚫ 以前、共同研究をしていた企業から言われて、共同出願をしたことが

あった。当該研究成果について、別の形で発展させていこうとした際

に、そのことを企業へ打診するも、断られてしまい、共同で保有して

いた権利であったために、結局研究を進めることができなかった。こ

うした苦い経験を持っていたため、「研究成果を不用意に特許化する

と、逆に成果を活用する際に制約が生じてしまう。患者を救いたいと

いう想いを実現する際の障壁ともなってしまう可能性がある。せっか

くここまで研究を頑張ってきたのに、その成果を社会で役立てること

ができなくなってしまう。」という極端にネガティブな印象を持って

しまったことがあった。（K 大学・医学部・教授）  

 

 



- 39 - 

 

（自分には関係のないもの）  

⚫ 「医学の研究成果は特許とは関係がない」「特許を取得できる研究成

果は、ノーベル賞級に画期的な内容ではないといけない」というよう

に、自分の研究とは無関係・別世界のものという印象を持っていた。

（C 大学・医学部・教授）  

 

（論文以外への意識はなかった）  

⚫  昔の大学は、特許を取る余裕があるなら論文を書けという風潮であっ

たため、特許出願に対する意識は全く無く、ひたすらたくさん論文を

執筆していた。（H 大学・医学部・教授）  

⚫ 10 年前に URA から特許出願を促されるまでは、特許への意識は低か

った。研究費は欲しかったが、論文を書いてシンポジウムで発表でき

れば満足だった。日本の産業界への貢献とか、治療法の開発は、私の

関わることではなく、論文で発表していれば世の中の誰かが私の研究

成果を実用化してくれるだろうと考えていた。（I 大学・ライフサイエ

ンス系・教授）  

 

（手続き煩雑・費用負担が大きい）  

⚫ 「出願にお金がかかる」「手続きが面倒」「独特の文章で分かりにくい」

という事務的な負担感や、「特許がきっかけになって紛争が生じた場

合はどうするのだろう」という漠然とした不安・疑問を持っていた（こ

の印象は今でも持っている）。（A 大学・工学（材料系）・助教）  

⚫ 特許が重要であるという認識は持っていたが、一方で「書類を作るの

が大変」というネガティブなイメージも持っていた。（D 大学・工学

部（電気電子系）・教授）  

 

（重要なものであるという認識は持っていた）  

⚫  特許の重要性は以前から理解していた。企業と共同研究をすると、企

業は特許を出願したがる。半導体分野はそのような業界なので、自然

と知財は事業化に際して重要なものであるという認識を持っていた。

（F 大学・工学部（電気電子系）・教授）  

⚫ 従前より、研究成果を実用化するプロセスにおいては、特許が重要な

要素になることを理解していた。そのため、昔から特許に対しては全

くネガティブな印象は持っておらず、研究成果をもとに特許出願する
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ことを当然のこととして考えていた。（D 大学・電気電子系・教授）  

 

（研究費の獲得に役立つ可能性がある）  

⚫ 「研究者も特許出願をすることで、研究費を自分で獲得できる可能性

がある」というポジティブな印象を持っていた。（A 大学・工学（材

料系）・助教）  

 

（ⅳ）今後における研究の展開と知的財産権制度の活用  

 

①知的財産権制度に対して、現在抱いている印象  

 

 多くの研究者が、現在では「特許は研究成果を実用化へとつなぐ架け橋のよう

なツール」という、ポジティブな印象を持っている。  

 

【知的財産権制度に対する現在の印象】  

（特許は研究成果を実用化へつなぐ架け橋となるツール）  

⚫ 今では特許のことを、研究成果を実用化のステージへつなぐ架け橋の

ような存在と捉えている。医学研究の有用な成果を、動物だけでなく

ヒトに対しても試験していくためには、企業との連携が必須となる。

その連携を円滑に進めるためのツールが、特許であるという印象を持

っている。（C 大学・医学部・教授）  

⚫ 自身の経験からしても、特許出願に取り組み始めてから企業との連携

が見違えるように促進するようになった。（C 大学・医学部・教授）  

⚫ 研究者の中には、「特許を取るなんて、お金目当てだろう」とか、「儲

けたい訳ではなく、研究成果を広く使ってもらえればよいので論文に

書く」という者もいるが、それは違うと感じている。儲けて研究費を

充実させることが第一の目的としてあるわけではなく、研究成果を実

用化するために必要であるということが最も重要である。（H 大学・

医学部・教授）  

⚫ 特に医学研究では、製薬企業に協力してもらえないと、大きなグラン

トを獲得できないし、実用化もできない。そして企業と組むには、特

許を取得していることが求められる。（H 大学・医学部・教授）  

⚫ 今では特許に対して、「研究成果を実用化まで持って行けるツール」

というようなポジティブなイメージを持っている。大学だけでは実用
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化は難しく、そうすると「一人でも多くの患者を救う」という研究者

としての目標を達成できなくなってしまう。特許は事業化に向けて、

企業と連携できるツールという印象を持っている。（K 大学・医学部・

教授）  

⚫  学術研究に限定した活動を続けていた場合は、社会実装までは意識で

きていなかったと思う。（E 大学・工学系・教授）  

⚫  基礎研究の成果を社会実装するには企業を巻き込んでいかないとい

けない。そのためには特許をとることが重要である。（H 大学・材料

系・教授）  

⚫ 研究成果を社会に出すためには、企業と連携することが必要である。

企業も昔のように研究所を持たなくなっており、大学に研究所の役割

を求めている。大学の魅力を企業に示し、大学と企業の橋渡しをする

のが特許である。（G 大学・電子系・教授）  

 

（研究者の夢や目標を具体化するツール）  

⚫ 特許がきっかけとなって、企業との連携可能性が高まり、その結果と

して研究者の研究成果を活用して、企業が社会実装（製品化）してく

れる可能性も高まる。また、社会実装に近づけば、自身の特許が活用

された製品の見込み売り上げと、それに基づいて還元される研究資金

を想像することもできる。このように、特許出願に取り組むことによ

って、実用化に近づき、それに伴う実益的・経済的なリターンを見込

むことができるという点で、特許が研究者にとって具体的な夢を描け

るようになるツールであると感じている。（A 大学・工学（材料系）・

助教）  

 

（新たな学術研究テーマを発掘するきっかけになるツール）  

⚫ 学術研究の思考と知財活動の思考に共通点を見いだすことができ、技

術の価値を高めることが学術研究の新規性獲得につながることも経

験することができた。（E 大学・工学系・教授）  

 

（大学で生まれたアイデアを守り、PR するツール）  

⚫  特許は、企業と対等に渡り合うためのツールだと思っている。特許を

取得していれば、企業は、その先生が特許を取得できる人だと認識し

て共同研究を行う。すると共同研究費の金額や、研究の進め方の主導
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権が変わってくるので、研究を進めやすくなる。（G 大学・電子系・

教授）  

⚫ 大学にとっては、企業に研究成果を持っていかれると非常に困る。共

願でも良いので特許を持っていることで、技術の持ち逃げをされる心

配がなくなり、アイデアを守ることができるので、安心して共同研究

を行うことができる。（G 大学・電子系・教授）  

⚫ 面識のない企業に展示会などで話を持ちかける際に、必ず企業から特

許を取得しているかを聞かれるので、特許出願しておくメリットがあ

る。（G 大学・電子系・講師）  

 

②今後の研究展開に向けた意向  

 

 今後における知的財産権制度の活用意向として、研究成果に基づく特許出願を

継続していくという意見が多いほか、他の研究者に対しても、知的財産権制度活

用の意義を PR していく取組まで実施し始めている研究者がいることも確認で

きた。  

 

【今後の研究や知的財産権活用に対する意向】  

（研究をさらに広げていき、その過程で特許出願も実施予定）  

⚫  今後は、さらに研究を進めて、現在の研究成果が対象としている病気

以外での適用可能性を検討していきたいと考えている。また、その過

程でしっかりと知的財産権制度を活用していきたい。（C 大学・医学

部・教授）  

⚫ 初めての特許出願を通じて、自身の研究を広げられる可能性を感じる

ことができたので、今後も研究成果に基づく特許出願を実施すること

を考えていきたい。（A 大学・工学（材料系）・助教）  

⚫ 知的財産権制度やその上手な活用方法を理解した今では、「一人でも

多くの患者を救う」という目標を実現するために、一定の研究成果を

創出するたびに特許出願の検討を行っている。（K 大学・医学部・教

授）  

⚫ 研究成果が完全にまとまらなくても、途中成果や一部の成果で特許出

願を行うことができるということを知ったので、今の研究では途中段

階であっても、新たな研究成果が出たら特許出願を検討するようにし

ており、今後もこうした考え方で取り組んでいきたい。（K 大学・医
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学部・教授）  

⚫ 今後は、本学および自身が世界的にリードしてきた技術を活用して、

現在実用化されている分野だけでなく、医療分野等を含めて幅広く展

開していきたい。展開にあたっては、これまで通り都度特許出願を念

頭においた活動を行うことによって、円滑に事業化まで進めていきた

いと考えている。（D 大学・電気電子系・教授）  

 

（研究着手前に特許調査を実施）  

⚫ 今では研究に着手する前に、他者の論文を調べるだけでなく、特許調

査も行うようにしている。純粋に研究活動を進めるだけでなく、特許

に関してもしっかりと手当をしているという姿勢を示せていること

が、企業にとっても安心感を持って連携できるのではないか。（C 大

学・医学部・教授）  

 

（特許出願実績を外部に PR）  

⚫  外部で講演等を行うときに公開するプロフィールには、論文・学会発

表の実績だけではなく、特許出願の実績も PR するようにしている。

このように、研究者自身が特許出願の実績を積極的に発信すること

で、研究者の知的財産権制度に対する意識が高まっていけばよいと考

えている。（C 大学・医学部・教授）  

 

（学内での意識啓発）  

⚫  自身の研究成果について、まず特許出願を検討することを心掛けてい

るだけでなく、部局の後輩研究者にも特許出願を促したり、学内セミ

ナーにおいて特許出願に関する講演を実施したりしている。（C 大学・

医学部・教授）  

⚫ もっと大学の研究者が積極的に特許出願するようになるためには、大

学研究者が、特許収入を得ることが偉いことだという意識に変えるこ

とが必要ではないだろうか。（F 大学・工学部（電気電子系）・教授）  
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（ⅴ）その他  

 

①研究者として求めるサポート  

 

 その他の意見としては、研究者はなかなか特許出願等に割ける時間を確保でき

ないため、特許出願をサポートしてくれる人材や、特許出願した研究成果を実用

化する企業を探す際に的確なサポートをしてくれる人材等に対する要望があっ

た。  

 

【その他（研究者として求めるサポート）】  

（研究者の特許出願をサポートする人材）  

⚫  特許の重要性は、今では多くの研究者が認識しつつあるものの、どう

したら特許を出せるのか、誰に相談したら良いのかがわからない。ま

た、出願に関する書類等を誰かに書いてほしいと思っている研究者も

多い。そのような面からサポートしてくれるスタッフを配置してもら

えると助かる。（H 大学・医学部・教授）  

 

（研究者の特許活用をサポートする人材）  

⚫  研究の成果を見て、特許を取るべきかどうかがわかる人、持ち込むな

ら、大手企業が良いのかベンチャー企業が良いのかが判断してくれる

人がいると良い。（H 大学・医学部・教授）  
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（３）  研究者の知的財産権制度活用事例  

 

（ｉ）研究成果でがん分野の新たな治療を切り開く  

 

①事例概要  

 

S 大学の教授（医学部）による研究成果が、特許出願等を通じて企業との連携

につながり、実用化に向けたプロセスへと進めることができた事例である。  

 

②研究に対する考え方  

 

もともと、同教授は米国で研究していた際に、本成果の基礎となる研究成果を

創出しており、日本へ帰国後もこの研究を継続し、かつ実用化まで進めることに

よって、がんに対する有効な治療法の開発に貢献したいという想いを持っていた。

当該研究成果については、論文として複数の発表をしていた。  

 

③研究の成果  

 

帰国後、当該研究成果を自ら企業へ宣伝し、実用化に向けた協力を得るために

奔走していたが、なかなか連携してくれる企業が見つからない状況であった。そ

んな中、ようやく当該研究成果を活用して、実用化に向けた活動をしてくれる企

業が見つかり、臨床試験等、実用化に向けた活動が促進することとなった。  

当該研究成果については、実用化に向けて大きく前進しているところであるが、

実際に実用化までたどり着くことができれば、がんに対して、これまで以上に安

全性を担保しながら、低コストで実施できる治療法を確立できる可能性を秘めた

ものである。  

 

④研究成果と特許の関係  

 

帰国後に自ら研究成果を企業へ売り込む活動をしていた時は、「面白い研究成

果ではあるが、特許になっていないので連携は難しいかもしれない」という理由

で断られることが多かった。このことがきっかけで、企業と連携して研究成果を

実用化に向けて展開していくためには、特許が必要であることを痛感し、産学連

携部門と協力して特許を取り始めるようになった。  
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研究成果について特許出願するようになってからは、企業に対して「しっかり

と特許として保護されている研究成果である」という安心感を与えることができ、

見違えるように企業との連携が円滑に進むようになった。その結果、企業と協力

して、研究成果を実用化へ向けて大きくしていくというプロセスへ着実に進める

ようになり、自身の研究成果をもとにして、多くの患者のためになる治療法等を

確立したいという研究理念を実現できる可能性が飛躍的にたかまった。  

 

図表  III-2 本事例における特許の役割  

 

研究
成果

論文 企業
研究
成果

特許
連携 企業

論文

実用化へ向けた
研究の発展

特許出願をしていなかった時 特許出願に取り組み始めた後

企業との連携不調

 

 

⑤特許に対する考え  

 

昔は、特許に対して「金もうけの道具」という印象があり、患者を救うための

責務を持つ医師にはそぐわないものと思っていた。また、「そもそも医学は特許

と無縁の世界にある」「特許を取るのはノーベル賞級に難しいこと」という印象

も持っていた。  

しかしながら、自身の研究成果を実用化して「患者を救いたい」という想いを

実現するには、どうしても企業との連携を必要とする場面があり、その時に研究

成果に関する特許を取得していると、企業との連携が見違えるように円滑に進む

という経験をしたことで、特許に対する見方が変わった。今では、特許に対して、

「研究成果を実用化のステージへとつなぐ架け橋」というイメージを持っている。 

研究成果を実用化まで進めて、多くの患者を救いたいという想いを実現するた

めに、特許が大きな貢献をするということが分かったので、今では研究成果につ

いて、まず特許出願を考えるようにしているほか、後輩研究者等に対しても特許

出願をすすめたり、学内セミナー等の場で特許出願の重要性を解説したりしてい

る。  
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また、研究成果の実用化という観点だけでなく、例えば「大型研究プロジェク

トの獲得」という観点でも、特許出願に取り組んだ経験・実績が役立っていると

感じている。特許に関する実績を、研究プロジェクト獲得に向けた申請の中で

PR することが可能であり、論文だけでなく特許という観点からも実績を PR で

きている。  

また、「研究者としてのキャリアアップ」という観点でも、特許に関する実績

が間接的に役立ったと感じている。研究者としての評価は、もちろん論文に関す

る実績が大きく関わるところであるが、昨今では外部資金の獲得状況も研究者の

評価に影響するところがある。特許出願を行うことによって、企業との連携が円

滑に進み、結果として外部資金の獲得にもつながっているのは明らかであり、特

許に取り組むことが、結果として研究者としての評価にもつながっていることを

実感している。  

 

図表  III-3 同教授が実感している特許の効果  

 

研究
成果

特許

企業との連携につながる「架け橋」

研究者としての評価向上

大型研究プロジェクトの獲得
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（ⅱ）外部とつながるきっかけを作って環境問題の解決へ  

 

①事例概要  

 

T 大学の助教（工学系）による研究成果が、特許出願等をきっかけとして、新

技術説明会での発表等につながり、実用化に向けた展開へと進んだ事例である。 

 

②研究に対する考え方  

 

「社会課題を解決する」ことを目標に研究へ取り組んでおり、特に現在研究開

発に取り組んでいる熱交換技術を進歩させて二酸化炭素排出量を削減すること

で、環境問題の解決に貢献したいという思いで取り組んでいる。当該研究成果に

ついては、論文として複数の発表をしている。  

 

③研究の成果  

 

従前より熱交換技術の研究に取り組んできていたが、従来技術では、実用化し

たとしても従来技術を活用した製品が稼働するのに多くの時間を要するという

問題があり、経済性の観点から実用化への障壁があった。  

当該研究成果については、従来課題となっていた熱交換速度を 100 倍以上とす

ることを可能にするものであり、この技術が実用化まで進めば、あらゆる場面に

おいて活用が可能な熱交換器が得られる。多様な場面で本研究成果が活用される

ことは、経済性の点から有効であることに加え、二酸化炭素の排出量抑制も期待

でき、社会課題の解決につながるものである。  

 

④研究成果と特許の関係  

 

もともと、学生時代に特許出願へ携わった経験があり、研究者になった際には

いつか特許を出してみたいという気持ちを持っていたが、今回画期的な研究成果

を創出したことで、実際に特許出願に取り組んでみようと考えた。  

もちろん、特許出願に際して事務的な面での負担はあったが、本学の知的財産

部から十分なサポートを得ることができたので、比較的に円滑に手続きを進める

ことができた。  

特許出願に取り組む前は、知的財産部との接点はほとんどなかったが、今回の
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特許出願をきっかけとして接点が生まれたことで、研究者としてこれまで関わっ

てこなかったような機会を得ることができた。例えば、知的財産部からその後「新

技術説明会での発表」という機会をもらうことができ、この会で発表を行うこと

によって、研究成果を外部へ効果的に PR することができたと感じている。  

また、新技術説明会での発表がきっかけとなって、研究成果に興味を持った企

業からのアプローチを受けることも増えてきており、今後の実用化に向けた展開

をできたと考えている。  

研究成果を実用化のステージまで持っていくには、必ずどこかのタイミングで

企業との連携やベンチャー立ち上げ等が必要であり、今回は特許出願がこれのき

っかけになった。  

 

図表  III-4 本事例で特許がきっかけとなって進展した内容  

 

大学・知的財産部との連携 対外的PRの機会獲得 実用化に向けた企業との連携

⚫ 特許出願がきっかけとなり、
大学・知的財産部との接点
が生まれる。

⚫ 知的財産部と接点を持てた
ことで、研究成果を外部に
PRする機会を獲得。

⚫ 研究成果を外部にPRしたこ
とで、興味をもった企業か
らのアプローチが増える。

研究者
知的
財産部

特許
出願

知的
財産部

研究者

対外的PR

連携の
きっかけ

PR機会の
紹介

対外的PR

企業

研究者

企業からの
アプローチ

 

 

⑤特許に対する考え  

 

以前は、特許に対して「金もうけにつながる可能性がある道具」という印象を

持っていた。また、一方で、「出願にお金がかかる」「手続きが面倒」「独特の文

章で分かりにくい」という事務的な負担感や、「特許がきっかけになって紛争が

生じた場合はどうするのだろう」という漠然とした不安・疑問を持っていたこと

も事実である。  

しかしながら、自身の画期的な研究成果に関する特許出願に取り組んでみたこ

とで、特許に対する非常にポジティブな印象が強くなっており、今では「特許は

研究者が具体的な夢を描けるようになるツール」であると感じている。  
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例えば、特許がきっかけとなって、企業との連携可能性が高まり、その結果と

して研究者の研究成果を活用して、企業が社会実装・製品化してくれる可能性も

高まる。社会実装に近づけば自身の特許が活用された製品の見込み売り上げと、

それに基づいて還元される研究資金をこれまで以上に具体的な数字として想像

することをできるという点で、特許が具体的な夢を描けるツールであると感じて

いる。加えて、自身の特許が活用された製品の販売見込を考えることで、「どの

方向で用途開発することが適切であるか」を具体的に検討でき、その結果研究の

出口が明確化されるので、研究内容をブラッシュアップできる。  

これからの日本は、「モノを作って売る」だけでなく、「技術・知恵・アイデア

を売る」という時代の中で生き抜いていかなくてはならないと感じており、その

際に重要なのが特許出願であると考えているので、今後は研究成果を積極的に特

許の視点からも活用していくことを検討していきたい。  
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（ⅲ）患者を救うために研究費を獲得し医師主導治験へ  

 

①事例概要  

 

O 大学の教授（医学部）が研究成果を特許出願したことで、AMED の医師主導

治験の採択、その後の民間企業との連携につながり、実用化につながった事例で

ある。  

 

②研究に対する考え方  

 

医学研究の目的は論文を執筆することではなく患者を治すことである。患者を

治すためには薬を開発する必要があり、そのためには製薬企業との協力が不可欠

である。  

 

③研究の成果  

 

ある希少難治性疾患の治療に対して有効である薬剤が知られていたが、当該薬

剤を内服薬として患者に処方することは危険ともされていた。同教授は、この課

題を解決するために、当該薬剤を内服薬ではなく、剤形を変更して使用するため

の研究開発を進めた。  

 

④研究成果と特許の関係  

 

研究成果を社会に出すためには、民間企業に製剤化してもらう必要があった。

民間企業に協力してもらうためには、特許を取得して他の企業が参入しにくい状

況を示す必要があったので、特許出願を行った。しかし、市場規模が小さく民間

企業に臨床試験を実施してもらえない状況が続いていたため、自ら医師主導治験

を行うことにした。この医師主導治験の実施資金を獲得するために AMED のグ

ラント申請を考えていたが、当該研究成果について特許出願していることが良い

PR 材料となり、無事に採択を受けることができた。  

医師主導治験（第Ⅰ /Ⅱ相試験）を実施して、当該薬剤が安全で優れた効果が

あることを見出した。民間企業にそれらの成果を引き継ぎ、第Ⅲ相試験及び長期

投与試験にて本剤の効果と安全を検証し、製造販売承認を取得した。  
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図表  III-5 本事例で特許がきっかけとなって進展した内容  

⚫ 特許を取得したことで、民
間企業と連携する準備が
整っていることを示せて、
医師主導治験のグラント採
択に有利に働く。

⚫ 特許を取得したことで、他
の起業が参入しにくいこと
が示せて、企業が安心して
提携できる。

研究者

製薬
企業

研究者

製薬企業
へのPR

特許出願
第Ⅰ相・第Ⅱ相試験
（医師主導治験）

第Ⅲ相試験
（民間企業主導の治験）

特許
保有

AMED
へのPR

AMED

特許
保有

医師主導治験の採択
実用化に向けた企業との

ライセンス契約

 

 

⑤特許に対する考え  

 

昔は、「特許を取る時間的余裕があるなら、論文を書くべきである」という風

潮だったので、全く特許を取るつもりはなく、たくさん論文を執筆した。そのた

め、いざ特許を取ろうとしたときに、権利の範囲がとても狭くなってしまった。 

今では特許の必要性を認識している。研究者の中には、「特許を出すなんてお

金目当てだ」とか、「儲けたいわけではなく、研究成果を広く使ってもらえれば

よいので、論文に書きたい」という人がいるが、それでは研究成果が実用化され

ない。研究成果を実用化するために特許が必要になるということを認識するべき

である。  

特許の重要性については、今では多くの研究者が認識しつつあるところである

と思うが、一方で「どうしたら特許を出せるのかがわからない」「誰に相談した

ら良いのかがわからない」という声を聞くこともある。特に医学部の研究者は、

診療と研究にほとんどの時間を割かざるを得ない状況であり、企業との交渉や特

許の申請をする時間を確保することが難しい。今後、大学における有用な研究成

果について、さらに特許出願を促していくにあたっては、こうしたことをサポー

トしてくれる人材を確保することも重要になってくるであろう。  
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（ⅳ）「一人でも多くの患者を救う」という研究理念の実現へ  

 

①事例概要  

 

Y 大学の K 教授（医学部）による研究成果が、特許出願をきっかけとして、

同教授の研究理念に共感してくれる企業との連携につながり、様々な形で実用化

につながった事例である。  

 

②研究に対する考え方  

 

医学研究は純粋なサイエンスを目的としたものではなく、「病気の原因を明ら

かにして、今助からない患者が助かるようにする」ことを目的としたものであり、

その理念を常に念頭に置きながら研究に取り組んできている。  

 

③研究の成果  

 

従前より特定の現象に基づく疾患の治療法等に関する研究に取り組んできて

いたが、これまでに有効な手法や薬剤等は開発されておらず、治療法の確立には

至っていなかった。  

当該研究成果については、疾患に対する治療効果を期待できる物質の構造等を

制御することにより、候補となる薬剤の人体に対する吸収効率等を高めることを

実現するものであり、当該現象に関連した疾患で、毎年多くの命が失われたり、

重大な後遺症が残る患者が発生したりしている現状に大きな貢献を期待できる

成果であった。当該疾患は「突然死」を引き起こすリスクを抱えたものであるが、

突然死は本人だけでなく周囲の人たちも非常に大きなショックを急激に受ける

ことになる。こうした悲しい事態が生じてしまうことを少しでも減らせる可能性

がある、という点で非常に意義のある成果だと捉えられる。  

 

④研究成果と特許の関係  

 

ただ単に研究成果を出し続けても、「患者を救う」という社会貢献的な目的の

達成からはまだまだ遠い状態にとどまることが多いのが実態である。  

大学では、優れた研究成果を出しても、その成果をもとにして自分で薬をつく

る能力はなく、また販売する能力や PR する能力もない。大学が単独でできるこ
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とと言えば、せいぜい論文発表や学会発表を行うことくらいである、というのが

一般的な考え方かもしれない。  

本事例においては、上記の画期的な研究成果について、特許出願を行い、当該

特許を持って「一人でも多くの患者を救う」という理念に心から共感してくれる

ような企業を探したところ、「人の役に立てる製品を世の中に出したい」という

理念をもった企業と出会うことができ、同社を通じて研究成果を実用化すること

ができた。  

今では、病気になった際に投与する薬剤として実用化するだけではなく、サプ

リのような食品として実用化することで、予防医療にも貢献できるとの思いがあ

り、実際に同社を通じてサプリとしても販売されており、「一人でも多くの患者

を救いたい」という目的に近づくことができたと感じている。  

また、副次的な効果かもしれないが、研究成果が形となって社会に出るように

なったことで、研究室に所属する学生やスタッフも、非常に生き生きとして、こ

れまで以上にやりがいをもって取り組んでくれるようになった。  

 

⑤特許に対する考え  

 

大学では、優れた研究成果を出しても、その成果をもとにして自分で薬をつく

る能力はなく、また販売する能力や PR する能力もない。  

したがって、企業と協力することが必要になる場面が出てくることになるが、

どんなに良い研究成果を創出し、その研究成果をもとに論文を書いて、仮にそれ

が非常に評価の高い論文誌に掲載されたとしても、企業は振り向いてくれない可

能性が高い。また、アカデミア中心の学会でどれほど賞賛されたとしても、当該

研究成果について特許を取得していなかったら、企業は振り向いてくれないであ

ろう。  

研究成果を世の中に出すためには、事業化が必要である。研究成果を事業化す

るには、どうしても企業の力が必要になるので、その際に特許が研究成果と企業

をつなぐ役割を果たしてくれる。  

医学研究の目的は「一人でも多くの患者を救う」ことであり、その目的の達成

へと近づく役割を果たしてくれるのが、特許であると感じている。  

また、研究成果が完全にまとまらなくても、途中成果や一部の成果で特許出願を

行うことができるので、今後も研究成果については、特許出願という形で活用し

ていくことを積極的に考えていきたい。  

本事例においては、初めからこのような考えを持っていたわけではなく、大学
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において知的財産を担当する教授との出会いがきっかけで特許の重要性を知る

に至った経緯がある。こうした経験があるため、研究者に対して「研究者が特許

を取得する意義」を的確に説明してくれる方の存在が非常に重要であると考えて

いる。  

加えて、実際に特許を取得した後に企業と連携していくための活動を行う際に

は、TLO の方々のサポートが大きな力となった部分がある。研究者だけでは、

企業との具体的な連携に進むのは難しいところもあるので、TLO 等の専門的な

知見を有する方と協働することによって初めて、「一人でも多くの患者を救いた

い」という想いの実現に近づくことができたと考えている。  

 

 

図表  III-6 本事例を通じて同研究者が実感した特許の役割  

 

研究
成果

研究の
目的
＝

1人でも
多くの

患者を
救う

論文

学会

目的の達成まで遠い

特許
企業との
連携

事業化

◼ 大学単独では、研究成果を事業化するのは困難
◼ 事業化を通じて、研究目的を達成しようとする際に、それを実現するための橋渡し的

な役割を担ってくれるのが特許
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（ⅴ）商品化プロセスを通じて新たな研究ニーズを発掘  

 

①事例概要  

 

N 大学の教授（工学部）による研究成果について、特許権の取得を契機に、連

携する企業との実用化・商品化へと進展できた事例である。さらに、研究内容に

対する市場ニーズのフィードバックを獲得する機会を得て、新たな研究テーマの

深耕へと進展している。  

 

②研究に対する考え方  

 

同教授は、ロボティクスの研究で、これまで明らかになっていなかった原理の

解明にたどり着く。その研究成果を世の中に還元して、社会貢献へとつなげたい

という想いから、歩行補助機器への応用可能性に注目し、将来的な実用化に向け

た研究を重ねてきた。従来とは全く異なるアプローチに企業が共感し、実用化に

向けた共同研究を推進することとなった。  

 

③研究の成果  

 

研究内容に対して、企業からの理解を得ることができ、実用化に向けた共同研

究を推進することとなった。連携企業から、市場性に対する高い評価を得ていた

一方で、事業性について最終的な経営判断を得るまでには至っていなかった。こ

のような状況の中、研究成果についての特許出願を行い、権利化を進める過程で、

発明の価値に対する共通理解が深まり、特許を活用した商品として安心して事業

計画を推進できるとの理解を得るに至ったことで企業が実用化を決断し、商品化

が加速することになった。現在では、商品として販売段階に至っており、企業が

販売拡大に向けた活動を進めている。  

 

④研究成果と特許の関係  

 

研究成果の実用化および商品化に向けて、企業が安心して取り組めるようにす

るための材料として、特許権の取得が重要な役割を果たした。同教授は、大企業

との共同研究のなかで知財対応の重要性を理解していたことから、産学連携部門

と協力して特許取得に向けた独自活動を迅速に進めることができた。  
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権利取得までの経過のなかで、研究成果の新規性や進歩性に対する理解が進み、

特許庁とのやりとりのなかで、研究内容の有用性や可能性を確認する副次的な効

果を得ることとなった。  

こうしたプロセスを経て、特許権を活用した研究成果の実用化に成功すること

ができたが、実用化というメリットを得られただけでなく、他のメリットも実感

できるようになった。実用化することで、商品に対する利用者の評価を得られる

機会ができ、その評価を研究にフィードバックすることで、新たな研究テーマの

発掘につながり、研究の幅と深さが広がった。知財意識をもって研究を進めるこ

とで実用化に至り、その結果として研究の幅を広げられるような気付き（利用者

の評価）を得られたという点で、知財活動と研究活動には相乗効果があると捉え

ている。  

 

図表  III-7 本事例における特許の役割  

研究
成果

論文 企業
研究
成果

特許
連携 企業

論文

・実用化へ向けた研究の発展
（技術課題の解決から社会課題
の解決へと研究目的も発展）

・商品化過程で得た知見を研究
シーズとしてフィードバック

特許出願をしていなかった時 特許出願に取り組み始めた後

・企業との接点は学会での
接点のみ

・企業や市場からのフィード
バックもなかった

 

 

⑤特許に対する考え  

 

 研究から製品化、上市までのプロセスのなかで、特許庁の指摘に対する対応を

通じて、技術が提供できる価値等を深く考えるきっかけとなった。さらに、開発

工程の効率も高まったと感じている。  

 特許出願や審査の過程では、知財専門家（弁理士）にも適宜相談しつつ対応に

取り組んでいたが、研究着手前は全く意識していなかった発明の新規性や進歩性

に対する理解が深まり、従来とは全く異なる設計思想に至ることができた。  

市場からの直接的な評価に触れ、その評価を研究に生かす「知財活動と研究活

動の相乗効果」が得られたことが最大の発見であり、これにより特許（知財）に
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対する認識をあらためて強くする機会となった。現在、研究室内部でこれらの経

験は共有化され、若手研究者のモチベーション高揚にもつながっている。  

 

 

図表  III-8 同教授が実感している特許の効果  
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（ⅵ）ベンチャー企業を通じて研究成果を実用化  

 

①事例概要  

 

S 大学の教授（電気電子系）による研究成果について、特許出願を行い、その

後設立したベンチャー企業に対してライセンスを行うことによって、実用化を促

進することができた事例である。  

 

②研究に対する考え方  

 

工学の研究者として、社会実装・実用化およびそれを通じて社会を豊かにする

というゴールをずっと意識して研究を続けてきており、その目標を実現する手段

として「ベンチャー設立」を考えていた。  

 

③研究の成果  

 

当初より本学が強みを有するイメージセンサの開発に関する研究を続けてき

ており、より鮮明かつ高精細な映像を提供できるセンサの開発を中心に取り組ん

でいる。  

過去に参加した公的事業で創出した研究成果を事業化するために、ベンチャー

企業を設立した。現在では、同社を通じてイメージセンサの開発・販売を実現し、

年商数億円にまで至るようになり、また、大手企業との大きなプロジェクトに関

する共同開発の依頼が舞い込むようにもなってきている。  

同社は数十名規模の企業にまで育ってきていることから、研究成果の実用化と

いう目標を達成しただけでなく、地域の雇用創出という面でも、一定の成果をも

たらすことができたと感じている。  

 

④研究成果と特許の関係  

 

当該企業がイメージセンサの事業を実施するにあたっては、同研究者等が大学

で取得した特許権のライセンスを受けている。大学で取得した特許のライセン

スを受けることで、ベンチャー企業の設立・事業化が円滑に進み、またベンチャ

ー企業を設立して社会実装を行えるようになったことで、社会実装を意識した研

究課題の発掘にもつながる等、研究の発展という意味でも役立っていると感じて
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いる。  

現在では、本学と同社が包括的ライセンス契約を締結しており、S 大学で創出

された研究シーズを、特許ライセンスという形で同社が受け取り、社会実装に向

けた開発・実用化を担うというスキームを構築できている。  

 

図表  III-9 本事例における特許の役割（イメージ）  

特許

論文

◼ 「研究成果の実用化」という、研究者としての目標を達成することができた
◼ 実用化を意識した研究テーマを発掘できるようになり、さらに研究の幅が広がった
◼ ベンチャー企業設立を通じて、地域の雇用創出という面でもメリットを得られた

大学・
研究者

研究成果の
創出

ベン
チャー
企業

ライセンス 事業化

研究成果にもとづく特許出願・ベンチャー設立を通じて得られたメリット

 

 

⑤特許に対する考え  

 

工学の研究者として、まず社会実装や実用化といった視点を研究の目的・目標

として持ち続けている。その手段として、自身はベンチャー企業の設立という手

段を選択して実現したが、ベンチャー設立に限らず、企業との共同研究を行って

事業化する等の手段もある。  

重要なのは、いずれの場合においても、研究成果を事業化まで持っていく際に、

企業が関与する必要があるということであり、企業が確実に事業化を進めていく

場合には、研究成果を特許権としておさえるということである。  

コアとなる研究成果については特許権を取得し、それをベンチャー企業や共同

研究先の企業が活用して事業化する、という流れは、当然のこととして捉えるべ

きものである。  

自身は、これまでの研究成果をさらに発展させて、センサ技術を活用できるあ

らゆる分野での実用化に向けた研究へと広げていくことを考えており、その過程

ではこれまでと同じように、積極的に特許出願も視野に入れた活動を行っていき

たい。  



- 61 - 

 

（ⅶ）LED で創生される地域イノベーションに向けた展開  

 

①事例概要  

 

F 大学の教授による研究成果の特許をもとに、LED 開発研究とその医療・民生

品応用等の事業展開を通して、とくに地域におけるイノベーションを起こすこと

を目指している事例である。  

 

②研究に対する考え方  

 

研究は科学技術の礎となるもので、日本の将来の産業の国際競争力に強く関係

している。グローバリゼーションが進み、産業が国際競争を戦う中で、日本の大

学は研究成果を特許出願して、産業が国際競争するうえでの武器として特許をも

つことが重要と考えている。  

 

③研究の成果  

 

窒化物半導体について研究を行っており、その研究成果について、これまでに

20 件以上の特許を出願している。その内 9 件は F 大学が単独で出願、登録して

いる。これらの特許を基盤として、国プロにも採択されており、企業との共同開

発を進めているところである。さらに、同教授の研究成果を起点として、F 大学

における他の研究者などにより、県内の医療・食品産業、輸送機器産業、農林水

産業などへの応用展開を図り、とくに地域におけるイノベーションの創出を図っ

ている。  

 

④研究成果と特許の関係  

 

大学が特許をもっていれば、企業は安心して事業化することができ、また大学

が研究成果の基本特許を単独で保有していれば、様々な企業と応用展開に向けた

共同研究を実施できる可能性も高まる。  

このプロジェクトが国の事業に採択された要因の一つとして、これまでの研究

成果を特許にして F 大学が保有していたこともあると考えている。このプロジェ

クトは地域にイノベーションのエコシステムを形成することを目指した大規模

なプロジェクトであるが、さらにその実用化に展開できれば、企業からのライセ
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ンス収入も期待できる。  

 

図表  III-10 本事例における特許の役割  

 

論文

特許

◼ わが国産業の国際競争力向上に日本の大学の研究成果を権利化した特許は重要
◼ 大学が基本特許をもつことで、実用化に向けた企業との共同研究を実施できる

大学・
研究者

研究成果の
創出

日本企業
ライセンス

日本の産業
の国際競争
力向上

共同研究

海外企業

 

 

⑤特許に対する考え  

 

 半導体分野は、企業と共同研究をすると、企業は必ず特許を出願する業界であ

り、研究成果を特許にすることは一般的となっている。一方、日本の大学では、

収入を多く求めることは良くないと考える風潮があり、特許のライセンスを個人

の収入にすることが良くないと考える教員が少なくない。特許収入があるという

ことは研究成果が社会で活用されているということを表しており、決して悪いこ

とではない。さらに、特許を持っていることを基盤として大型研究プロジェクト

につながることも多い。  

 大学の研究成果について、特許を取得せずに論文としてだけ公開すると、無料

で海外の企業に使われてしまう可能性がある。こうしたことが積み重なって、日

本の産業の国際競争力が低下するのは日本にとって損失であり、「特許は大学の

研究とは関係のないものである」という認識があるようであれば、改める必要が

あると考えている。  

 

図表  III-11 同教授が実感している特許の効果  
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（ⅷ）意識の高い企業と協力して社会課題の解決へ  

 

①事例概要  

 

K 大学の准教授（工学系）による研究成果が、特許出願等を通じて企業との連

携につながり、研究を実用化に向けたプロセスへと進めていく中で得られた気づ

きが、研究分野の広がりにつながった事例である。  

 

②研究に対する考え方  

 

同准教授は、研究成果として得られた知見を、最終的に社会実装することによ

って、社会課題の解決につなげたいという考えを持って研究を実施している。展

示会等で研究成果を発表すると、企業から声がかかることもあるが、前述の考え

で研究に取り組んでいるため、なるべく事業化に対する意識が高い企業としか連

携しないようにしている。  

 

③研究の成果  

 

金属等の表面を加工する技術の研究を実施している。従来、金属等の表面にお

ける特性改質を行う技術としては、めっき等が知られているが、めっきの場合は

廃液処理等に要する負荷が大きい等の問題を抱えていた。  

同准教授が開発した技術はめっきとは異なるものであり、こうした問題点が生

じることはなく、また加工された金属等の長寿命化も実現できる。  

 

④研究成果と特許の関係  

 

同准教授が取得した特許を見た企業が、当該技術に興味を示し、大学に問い合

わせた。その後、当該企業と話し合いを進め、最終的に共同研究へと発展するこ

ととなった。  

企業と共同研究を進めることによって、同准教授が開発した技術を実用化に向

けてさらに発展させていける可能性が高まったことに加え、企業との共同研究を

通じて研究を実用化目線で見ることができるようになり、自身の研究の幅を広げ

られるようになったと実感している。  

 



- 64 - 

 

図表  III-12 本事例における特許の役割  

 

研究
成果

特許

企業

興味・関心 大学 企業

共同研究

◼ 研究成果を特許化することで、企業の注目を得ることができた。
◼ 注目を得られたことによって、その後共同研究に発展。
◼ 共同研究を実施する中で、研究の幅も広がった。

 

 

 

⑤特許に対する考え  

 

 同准教授は、民間企業で研究員として勤務していた経験があるため、大学の研

究者になった時から特許の重要性自体は理解していた。自身の研究分野が社会実

装に近いところにあったため、大学の研究者として着任してからも、常に特許に

対する意識は持ち続けていた。  

 大学の研究者が特許を取得するメリットの一つとして、ライセンスによる収入

獲得が挙げられるが、同准教授はそれだけを目的とはしておらず、「自分の研究

成果を社会実装したい」という想いが一番にあり、それを実現する手段として特

許を位置づけている。  

大学の研究者として、論文の実績が重要であることは確かであるが、研究成果

を論文として発表しても、同じ分野で研究している研究者にしか見てもらえない。

異なる分野の研究者等にも、自身の研究成果を見てもらえる可能性を高めるには、

特許出願を行うことが有効であると考えている。  

最終的に、研究成果を実用化にまで進めるための投資を行うかどうかを決める

のは、現場の研究者ではなく、企業の経営者である。経営者に前向きな判断をし

てもらうには、研究成果を論文としてまとめておくだけではなく、経済的な有用

性を示す特許として権利化しておくことが重要である。企業においては、事業化

にあたって特許等の知的財産権を活用することが多いため、研究成果が特許にな

っていると、経営者もその研究成果の活用をイメージしやすくなる。  
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（ⅸ）研究成果創出と社会貢献のサイクル  

 

①事例概要  

 

R 大学の教授（農学系）が研究成果を特許出願したことで、研究成果を自身が

設立したベンチャー企業に技術移転することができ、研究成果の社会実装、競争

的資金の獲得、および民間企業との共同研究や実証実験の発展という好循環につ

ながった事例である。  

 

②研究に対する考え方  

 

研究成果を論文発表するだけでは社会貢献につながりにくいと考え特許を取

得したことがきっかけで、研究費を獲得しやすくなり、研究が発展した。特許取

得により研究成果を社会実装することも大事だが、一方で論文を発表することも

大学の研究室にとって重要な使命だと考えている。特許により生み出した利益の

一部を、研究室へ寄付金として還元することで、論文用の研究の発展にもつなげ

ている。論文投稿と特許出願では、求められるデータの種類が異なるので、論文

用なのか特許用なのかを定めてから、効率的に研究を進めている。  

 

③研究の成果  

 

低コストかつ計画的な手法で、特定の畜産動物を人工授精によって生産できる

技術を開発し、特許を取得した。市場規模が小さいために民間企業が研究開発の

投資をしてこなかったので、長年技術革新が無かった分野であり、特許の価値が

大きかった。自ら設立したベンチャー企業に技術移転し、製品やサービスを事業

化した。いまでは、国内における当該畜産動物の半数近くが、同教授が開発した

技術を使って生まれている。  

 

④研究成果と特許の関係  

 

公的機関と共同で出願した特許を、自身が設立したベンチャー企業に技術移転

したことによって、同教授の研究成果がもとになった製品の製造販売やサービス

提供をスムーズに行えるようになった。  

また、特許の内容を大学がプレスリリースしたことで、企業から特許出願の経
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験がある研究者として認められるようになり、共同研究に関する引き合いが増加

した。  

それだけではなく、同教授のベンチャー企業が提供した製品を使った企業とも

良好な関係を構築できたことで、当該企業から実証実験の場を提供してもらえる

ようになった。実証実験の協力先を持ったことによって、さらなる研究の発展、

共同研究の増加につながっている。  

 

⑤特許に対する考え  

 

昔はそれほど特許に対する意識はなかったが、研究成果をまとめた論文を望ん

だ雑誌に掲載できなかったことがきっかけで、「成果を論文だけにしておくのは

もったいない」という気持ちが生じ、特許出願に取り組むようになった。今では、

この経験が非常に良い方向に機能しており、特許出願が研究の好循環を生み出し

たと感じている。  

具体的には、研究成果を特許出願し、それをベンチャー企業にライセンスする

ことで、社会実装につながるだけでなく、ライセンス料として大学にも資金が還

元されるという好循環を作ることができた。  

また、特許取得の実績によって、競争的資金を獲得できる好循環を創出できた

ことも大きな成果である。実用型の競争的資金獲得のための申請を行う際は、論

文だけでなく特許に関する実績も評価されることが多い。特許を取得している研

究成果を持っており、それをもとに実用化へ向けた研究をさらに発展させていく

計画を具体的に PR できるため、大型の研究資金を獲得しやすくなった。本研究

分野においては、特許を取得している研究者は少数であるため、特許を取得して

いることを自身の強みとして大きく PR できていると感じている。  

特許を出願したことが、研究成果の社会実装に繋がり、さらなる研究の発展や、

共同研究の増加、特許出願に繋がるという好循環に入っている。特許により生み

出した利益を、大学と研究室に還元できており、畜産農家の所得向上にもつなが

っている。これからも積極的に研究成果を特許出願して好循環を回していきたい。 
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図表  III-13 本事例における特許の役割  

研究
成果

特許
出願

技術の
普及

研究費
の獲得

特許出願に取り組むことで
実現できた研究サイクル(概略）

 

 

 

図表  III-14 本事例における特許の役割（詳細）  

研究室

論文用の研究

特許用の研究

学生・留学生

ポスドク

自身が
設立した
ベンチャー
企業

民間企業

寄付金

製品
サービス

対価
実証実験の場

大学

技術移転

ライセンス料

国
・
自治体
・

公的研究機関
研究費

研究費申請時の
PR

（特許実績、技
術の普及率）

特許出願に取り組むことで
実現できた研究サイクル(詳細）
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（ⅹ）工学で培った技術を医療に役立てる  

 

①事例概要  

 

R 大学の教授（工学系）が研究成果を特許出願したことで、医療機器メーカー

への技術移転に成功し、民間企業と共同での医療機器の開発につながった事例で

ある。  

 

②研究に対する考え方  

 

もともとは半導体技術を専門としており、共同研究等は電機メーカーと実施す

ることがほとんどであった。15 年ほど前に、自身が病気になったことがきっか

けで、「自身の技術や知見を、医療分野でも役立ててみたい」と思うようになり、

医療機器分野への展開を志すようになった。医療機器分野においては、製品開発

における特許の重要性が高く、自身の研究成果を医療分野で社会実装するための

手段として、特許出願を常に意識しながら研究に取り組んでいる。  

 

③研究の成果  

 

ある疾患は、早期発見することで死亡率を下げることが可能である。しかし、

現状の検査手法は侵襲性があり、繰り返し受診することにリスクがある。同教授

は、この課題を解決するために、自身が持つ半導体技術を応用して侵襲性の低い

検査手法を開発している。大学病院の協力を得て、疾患の検査機器を開発し、検

査性能と安全性を実証した。この技術が実用化されれば、患者にとって負担の少

ない選択肢が増えることとなるため、社会的な意義のあることであると捉えてい

る。  

 

④研究成果と特許の関係  

 

自身が持つ半導体技術を医療分野に実用化するためには、医療機器メーカーと

協力して製品開発する必要があった。医療機器の分野においては、これまで取り

組んできた分野よりも特許の重要性が高い印象を受け、医療分野への参入を機に

特許を取得し、結果として医療機器メーカーに技術移転することができた。特許

を取得したことで医療機器メーカーから製品開発の協力も得られた。今後、改良
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と高精度化を進め、薬機法承認を受けて実用化を目指す。  

 

図表  III-15 本事例における特許の役割  

研究成果

研究の目的
＝

医療分野での
社会実装

特許
医療機器
メーカー
との連携

製品開発

◼ 医療分野では、製品開発における特許の重要性が高い。
◼ 研究成果を特許化したことで、医療機器メーカーとの連携が可能になった。

 

 

 

⑤特許に対する考え  

 

大学における研究ではそれほど特許を意識していなかった。また、大学で特許

を取得しても資金が少ないので権利維持の費用を負担できずに結局は利用され

ないだろうと思い込んでいため、特許取得にはそれほど積極的ではなかった。そ

のことが起因して、後になって特許を取ろうとしたときに、自身の過去の学会発

表によって研究内容の新規性がなくなってしまったため、特許出願できない事態

も経験した。  

今回取り組んだ医療機器分野においては、研究成果を実用化するうえで、特許

の重要性が高かったため、特許を出願した。分野によって特許に対する見方や重

要度が異なるということがわかったので、今後も特許を意識しながら、対象とす

る分野の特徴を見極めつつ取り組んでいきたい。  
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（ⅺ）研究成果を見える化して企業へマッチング  

 

①事例概要  

 

R 大学の教授（歯学部）による研究成果の事業化に協力している大手商社が、

製品化する企業を探し出し、教授自らが設立した特許管理会社を通じて、様々な

形で実用化につながった事例である。  

 

②研究に対する考え方  

 

医師・歯科医師は、患者を「治せなかった」という経験をすることがあり、そ

れがトラウマとなることがある。したがって、研究成果の活用を他人事と捉えて

はおらず、研究成果が患者の治療に役立つことを強く願っている。自分自身も臨

床医としてのキャリアを有するので、論文をたくさん書くための研究というより

も、産業利用につながる研究成果を生み出すことを意識している。  

 

③研究の成果  

 

【虫歯予防に効果のある乳酸菌】  

教授が発見した乳酸菌は、歯周病、虫歯になったことのない健康な子どもの口

の中から発見されたヒト由来の乳酸菌である。この乳酸菌は、歯周病菌・虫歯菌

の発育を阻止する、制菌効果のある乳酸菌の一種で、ヒトの口腔内から５種類の

歯周病菌と虫歯菌・カンジダ菌を効果的に抑制することが、実験検証により確認

されている。  

この乳酸菌を使用した口腔内ケア商品が企業から販売されるなど、民間企業に

よる活用が進んでいる。  

 

【消毒成分の固定化】  

感染症の拡大に対して、空気感染や接触感染への新たな対策が求められており、

特定の手法によって化学合成された消毒作用を有する化合物を、被洗浄物の表面

を覆うように固定化することを可能にした。この固定化消毒成分の開発で、再汚

染を防ぎ、抗菌・除菌成分を持続させることが可能となった。  

この固定化消毒成分を使用した抗菌化スプレーが企業を通じて商品化してお

り、受賞するほどの話題となった。  
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④研究成果と特許の関係  

 

以前、虫歯を減らせる乳酸菌を発見した際に、特許出願に取り組んだことある。

関心を持った企業と製品化を進めたが、その企業と外国企業との間における、研

究開発や製品化に関する契約関係が障壁となって、発見した菌を使った製品の社

会実装をあきらめた経験がある。  

研究成果を製品化するには、大学が特許として権利化し、さらにその権利を有

用と認めてくれる企業に実施権を付与することが必要であると実感したことが

きかっけで、大学が保有する特許（自身が発明者となっているもの）の管理会社

を設立した。  

この特許管理会社を通じて、企業が製品化しているが、企業とのマッチングは、

教授の研究成果（特許）に着目した大手商社のネットワークで実現することが多

い。  

 

⑤特許に対する考え  

 

 各種の研究資金は、もとをたどると、多くは税金からねん出されたものである。

したがって、研究のための研究で終わらせずに、産業利用できるようにするとい

う意識を研究者は持つ必要がある。  

研究成果を特許という目に見える形にすることで、大手商社が興味関心を示し

てくれるようになる。商社がネットワークを活用して、企業を紹介してくれるこ

とで、実際に製品化に結びついた。虫歯を予防する研究成果が企業によって活用

されることにより、国民医療費が下がれば、医療面だけではなく財政面でも効果

があると考えている。  

 

図表  III-16 本事例における特許の役割  

臨床経験が
研究の
原動力

研究成果が
製品を通じて
国民生活の
質向上に寄与

特許研究成果 製品開発

◼ 臨床経験により、ニーズがあることは確認できている点は、産業利用につながりやすい。
◼ 研究成果を特許化したことで、大手商社がライセンス先を探索することが可能になった。

自ら設立
した特許
管理会社

大手商社がマッ
チングを支援
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（ⅻ）医療現場のニーズに応える  

 

①事例概要  

 

R 大学の教授（医学部）らが、研究成果に基づく特許権を取得し、医療機器メ

ーカー２社に技術移転することで、２種類の体外循環手術用のシミュレーターを

製品化した。複数の学会の体外循環訓練コースに使用されており、教育機関や基

幹病院でも活用されている。  

 

②研究に対する考え方  

 

人工臓器を研究しているので、医学部の中であっても、工学部的な考えを持っ

て取り組んでいる。そして、医師として臨床の現場で多数の手術を経験する中で、

自ら手術を支援する機器開発等のニーズを感じている。医学の視点から工学部の

研究者との共同研究などを通じて、医療機器やシミュレーターを開発している。 

 

③研究の成果  

 

人工心肺を用いた手術では、インシデントやアクシデントが発生する場合があ

るが、こうした人命にかかわる機器・装置の操作には、訓練によってトラブルを

経験し、そのトラブルシューティングを学ぶことが必要である。こうした医療現

場におけるニーズに対応するために、実際の人工心肺手術環境を再現した体外

循環手術用の訓練装置を開発し、すでに２社から体外循環手術用の訓練装置が販

売されている。また、複数の学会における体外循環訓練コースにも採用されてお

り、教育機関や基幹病院で活用されるようになっている。  

 

④研究成果と特許の関係  

 

体外循環手術用の訓練装置に関する特許権を４件取得している。うち１件は医

療機器メーカー１社に、残り３件は別の医療機器メーカー１社に技術移転した。 

技術移転にあたっては、自らの研究領域にかかわる医療機器メーカーであれば、

製品化が可能ではないかと考えて、研究成果の事業化をもちかけた。  

そして、それぞれの企業で、体外循環手術用の訓練装置として製品化され、販

売されている。両社の装置は、同様の利用者を対象としているが、値段（400 万
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円と 100 万円）と性能（前者は空気混入のアクシデント再現可能、後者は基本的

な体外循環の手技のみ訓練）が違い、求める訓練の種類や予算により選択されて

いる。  

 

⑤特許に対する考え  

 

 研究者は、研究成果を先に論文の形で発表してしまうので、特許を出せないと

いう話を聞くことがあるが、そのようには思っていない。むしろ逆の考え方を持

っており、論文になっていないもの、つまりアイデアの段階でも特許出願するこ

とが可能である。そのように考えると、特許を出願することと研究を同時に行う

ことは十分に可能であり、研究者にとっても、特許出願のハードルは高くないの

ではないか。  

 

図表  III-17 本事例における特許の役割  

人工臓器が
主な研究
テーマ

特許研究成果
２社が

製品開発し
販売

◼ 臨床経験により、訓練装置のニーズを把握し、研究を実施し、特許を取得。
◼ 医療機器メーカーに技術移転することで、製品化され、普及している。

医療機器
メーカー
２社に
技術移転

工学的研究
も実施
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（xiii）基礎研究の成果を多分野で実用化  

 

①事例概要  

 

O 大学の教授（理学系）の研究成果を基にした特許が成立したことで、国の大

型研究開発プロジェクトへの参画やベンチャー企業の設立、及び多数の民間企業

との連携につながった事例である。  

 

②研究に対する考え方  

 

理学系の研究者として基礎研究に長く従事してきており、基礎研究は非常に重

要であるという認識を持っている。基礎研究とは今までに無かった現象を見つけ

ることなので、その研究成果を発展させれば、今までにできなかったことができ

るようになるはずである。したがって、「基礎的に重要な研究は、応用研究にと

っても重要なものである」という信念を持って取り組んできている。  

若手研究者のころに、20 年後 30 年後に重要になるような研究テーマを選んだ

ことで、後に社会実装につながる発展的な研究成果を創出することができたと感

じている。  

 

③研究の成果  

 

化学分野の基礎研究に従事する中で、ある化合物が特定分子との間で全く新し

い特性を発現させることを発見した。この研究成果は、別の研究者がさらに発展

させて新素材 X を開発し、国の大型研究開発プロジェクトへと発展し、同教授

も研究メンバーとして参画している。  

さらに同教授は、この研究成果を応用して、新たな新素材 Y を開発した。こ

の新素材 Y は産業界から大きく注目を集め、これまでに企業から 200 件以上の

連携依頼を受けたほか、異なる業種の 10 数社と多様な用途で共同研究を実施す

るに至っている。  

 

④研究成果と特許の関係  

 

同教授の研究成果を基に、別の研究者が開発した新素材 X については、特許

が成立したことが、国の大型プロジェクトへの採択につながった。また、日米で
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基本特許と複数の周辺特許の取得に至り、当該研究成果を事業化へと進めるべく

ベンチャー企業が設立されている。  

同教授が開発した新素材 Y は、特許を取得したことで、民間企業との円滑な

共同研究が可能になり、多くの民間企業との共同研究の実施に繋がり、社会実装

に近づいている。  

 

⑤特許に対する考え  

 

 学位取得後すぐに留学した海外企業の研究所では、重要な研究成果は特許化す

る方向で検討する一方で、相対的に企業にとって重要ではない研究成果について

は論文にしていた。その経験から、研究で成果が出たときはまず特許になるかど

うかを考え、その次に論文を出すかを考えるようになった。  

 

図表  III-18 本事例における特許の役割  

論文

特許

基礎研究
の成果

企業
（200社以上）

企業
（10数社）

注目・
連携依頼

共同研究

大型研究PJ
に採択

ベンチャー
企業の設立

特許 新素材X
の開発

新素材Y
の開発
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（xiv）基礎研究の成果で医療に貢献  

 

①事例概要  

 

N 大学の教授（生命科学系）が、大学の URA に特許出願を促されたことで、

基礎研究の成果を患者の治療に活かせることを認識し、特許出願を意識した研究

をするようになった事例である。  

 

②研究に対する考え方  

 

もともとは特許出願の意識をあまり持っていなかったが、約 10 年前に大学の

URA に特許出願を促されて特許出願したことで、自身の研究成果を患者の治療

に活かせることを認識した。それからは、これまで以上に「患者の治療への貢献」

という点を意識して研究に取り組むようになり、それに伴って特許を取ろうとい

う意識もますます強くなった。治療への貢献という意識が高まったことにより、

基礎研究に取り組むだけでなく、安全性試験にも自ら取り組むようになった。  

ライフサイエンスの研究は時間がかかるので、再び特許を出願する成果を出す

のに 10 年間近くかかった。ここ数年で再び特許を出願できるような研究成果を

出せるようになった。これからは継続的に特許を出し続ける予定である。  

 

③研究の成果  

 

細胞増殖に関する研究をしており、その中で創出した研究成果を活用すること

によって、がんの診断薬や抗がん剤をスクリーニングする手法を開発した。当該

研究成果が実用化することによって、がん分野における治療という観点で社会貢

献を実現できる可能性がある。  

 

④研究成果と特許の関係  

 

当該研究成果に関する特許を取得することによって、研究成果を基礎研究とし

ての成果に留まらず、応用を見すえた次の段階へ進めることができた。ライフサ

イエンス分野における研究成果を、治療現場へ実装していくためには、試験等を

実施する必要があるため、多額の資金が必要になる。特許を取得していることは、

AMED 等の研究費を獲得する際に PR 材料となり得るため、非常に有効である。 
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⑤特許に対する考え  

 

 大学の URA に特許出願を促されるまで、特許への意識はあまり持っていなか

った。研究費を獲得したいという気持ちは持っていたが、研究成果に関する論文

を書いてシンポジウム等で発表できれば、研究者としては満足であった。当時は、

日本の産業界への貢献や、治療法の開発は自身の関わることではなく、論文を発

表していればいつか世の中の誰かが自身の研究成果を実用化してくれるだろう

と考えていた。  

昔は例えば抗がん剤の研究ではなく、がんのメカニズムの研究をしていれば十分

だった。しかしながら、昨今研究者をとりまく社会環境が変わってきており、今

は税金を投入して研究することの意味を社会に対して説明する責任がある。公的

研究費等を獲得する際にも、申請する研究が、がんを治す効果があるのかを示す

ことが求められるようになった。抗がん剤のシーズになるものを 10 個探す研究

や、10 年生存率を 4%上げる研究など、数値目標を示さないといけなくなってき

ており、原理の発見だけでは通用しなくなってきている。  

このような研究環境変化に対応していくためには、研究成果を論文として発表す

るだけではなく、特許という視点からも検討していくことが非常に重要なことに

なると考えている。  

 

図表  III-19 本事例における特許の役割  

研究
成果

患者の治療と
いう観点での
社会貢献

論文

学会

特許
研究費の
獲得

試験実施
実用化へ
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（xv）研究成果を社会で役立つものにするために  

 

①事例概要  

 

A 大学の教授（工学系）が研究成果を特許出願することによって、多くの民間

企業との共同研究や製品化につながった事例である。  

 

②研究に対する考え方  

 

大学には、理学系と工学系がある。理学系は世の中をひっくり返すようなこと

を発見することが使命で、工学系は研究成果を社会に役に立つところまで仕上げ

ることが使命であると考えている。大学における研究成果を社会で役立たせるた

めには、特許が必要である。  

工学系の大学教員は、研究成果の製品化を企業に任せきりにするのではなく、

自分で最後まで伴走して取り組む経験をするべきである。それが教員の成長にも

つながる。製品をヒットさせて産業化する過程は、大学ではなくベンチャーなど

民間企業の役割である。  

 

③研究の成果  

 

身の回りに存在している様々なエネルギーを利用した電源・電力関連技術に関

する研究開発に取り組んでいる。これまでに、様々な方向での研究成果を創出し

ており、製品化につなげることによって、社会貢献を実現している。  

 

④研究成果と特許の関係  

 

基本的に特許が先で論文はその後と考えている。A 大学では、特許出願に要す

る期間に余裕をもって、産学連携部署に発明届を出すことになっている。  

産学連携部門と協力して、特許出願に戦略的に取り組んでいる。例えば、国際

学会や論文は再現性確保と定量化のために精緻なデータを求められるが、特許は

そこまで求められない。特許出願と大学研究者としての成果発表を両立させるた

めに、弁理士の先生と相談して、先に特許出願のために必要なデータを取得して、

出願後に国際会議・論文のための細かいデータを取得する、といった工夫をする

こともある。  
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⑤特許に対する考え  

 

 特許は、企業と対等に連携するためのツールだと思っている。特許を取得して

いれば、企業はその研究者が特許を取得できるレベルの力があり、かつ知財意識

も持っている研究者であると認識して共同研究を行う。すると共同研究費の調整

や研究の進め方に関する議論をしやすくなり、結果として研究を円滑に進められ

るようになる。共願でも良いので特許を持っていると、大学の知見を勝手に持ち

出されるようなこともなくなるので、安心して共同研究に取り組むことができる。 

面識のない企業に連携の話を持ちかけるときに、必ず企業から特許の取得状況を

聞かれるので、特許出願しておく必要がある。  

 ただし、闇雲に特許出願すればよいというものではなく、企業にとって魅力的

であると思われる研究成果を創出した場合に特許出願を検討するべきである。あ

くまでも、企業を通じて研究成果を社会実装することが目的であり、特許出願そ

のものが目的にならないようにする必要がある。  

 

図表  III-20 本事例における特許の役割  

大学 企業

特許 • 特許を取得できるレベル
の研究をしている

• 知財意識もありそう

共同研究

実用化
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IV ．  研究シーズ探索のためのツールに関する調査  

 

１．  調査実施概要  

 

（１）  調査目的  

 

大学における産学連携担当者や企業等で産学連携に携わる者が、産学連携につ

ながる研究者や研究シーズ等に関する手がかりとなる情報の探索方法を検討す

る目的で、論文等検索ツールに関する調査を実施した。  

 

 

（２）  調査実施方法  

 

（ｉ）調査対象の選定  

 

 大学における産学連携担当者や企業等で産学連携に携わる者が、手軽に利用で

きる論文等検索ツールとして、以下を選定し、調査対象とした。  

 

  ・スコーパス（Scopus）  

  ・CiNii Articles 

  ・Google scholar 

  ・日本の研究 .com 

  ・科学研究費助成事業データベース  

  ・researchmap 

  ・J-STORE 

 

（ⅱ）調査の観点  

 

 調査の観点としては、①ツールに関する基本情報と、②研究者を探索する際に

有用な視点への適合性という２点を設定し、各ツールに関する調査を実施した。 

 なお、研究者を探索する際に有用な視点については、委員会およびヒアリング

調査の中で、「特許出願を促すことが有用と思われる研究者の特徴」という観点

から得られたコメントを参考として整理した。  
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図表  IV-1 ツールに関する基本情報の対象とした項目  

No. 項目  内容  

１  ツール名  対象としたツールの名称  

２  URL 対象としたツールにアクセス可能な URL 

３  特徴  対象としたツールの特徴  

４  対象分野  対象としたツールに含まれる論文等の学術

分野  

５  対象雑誌数  対象としたツールに含まれる雑誌数  

６  収録文献数  対象としたツールに収録されている文献数  

７  検索方法  対象としたツールを用いて検索を行う際の

操作方法 (概要 ) 

８  利用料金  対象としたツールの利用に必要な料金  

 

図表  IV-2 研究者を探索する際の観点  

観点  具体イメージ例  

論文   論文が引用されている（被引用件数が多い）  

 定期的に論文を発表している  

 論文発表数伸びてきている  

 インパクトファクターが高い論文誌での掲載実績がある  

研究費   科研費（たとえば科研費 B）の獲得実績がある  

 AMED へのチャレンジを考えている  

 大きな研究プロジェクトに申請し始めている  

年代   若手研究者で、研究成果が出始めている  

 40 代後半くらいで、研究の幅が広がってきている  

志向・経験   事業化に対する意識がある  

 産業的に応用可能性がある研究をしている  

 企業のニーズにマッチする研究をしている  

 共同研究の希望を持っている  

 自身の研究成果を、今後どのように展開していきたいか

という観点でのビジョンがある  

 海外留学の経験がある  
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２．  調査結果  

 

（１）  ツールに関する基本情報  

 

 対象としたツールについて、各ツールの WEB サイト等から前述の項目を調査

した。調査結果は以下のとおりである 11。  

 

図表  IV-3 ツールに関する基本情報（スコーパス）  

ツール名  スコーパス（Scopus）  

URL https://www.elsevier.com/ja-jp/solutions/scopus 

特徴  エルゼビアが提供する世界最大級のデータベース  

著者検索機能を活用すると、研究者の発表論文数および被引

用件数に関する経年変化のグラフが表示される。  

「被引用数」等の項目から、論文リストを並べ替えすること

が可能  

対象分野  全分野（ヘルスサイエンス、化学・物理・工学、ライフサイ

エンス、社会科学・人文科学等）  

対象雑誌数  21,000 誌以上  

収録文献数  5,100 万件以上  

検索方法  [著者検索 ] 研究者の氏名および所属機関を入力  

[ジャーナル評価 ] Citescore や出版物の種類等での絞り込み

が可能  

利用料金  著者のプロファイルや、ジャーナルの評価指標等に関する閲

覧は無料（Scopus Preview）  

 

                                                   
11 いずれの検索結果についても、 2019 年 2 月 21 日時点の情報である。  

https://www.elsevier.com/ja-jp/solutions/scopus
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図表  IV-4 ツールに関する基本情報（CiNii Articles）  

ツール名  CiNii Articles  

URL https://ci.nii.ac.jp/  

特徴  学協会誌や研究紀要等に収録された日本の論文を検索可能  

日本の博士論文を検索することも可能  

論文検索機能を活用すると、入力したキーワードに関連した

論文を検索できるほか、任意のキーワードと著者名や著者所

属等を組み合わせて検索することもできる。  

また、著者検索機能を活用すると、入力した研究者の情報を

閲覧できる。表示された研究者については、そのまま Google 

Scholar や researchmap 等、他のデータベースへ情報を引き

継いで検索することもできる。  

対象分野  全分野（ヘルスサイエンス、化学・物理・工学、ライフサイ

エンス、社会科学・人文科学等）  

対象雑誌数  引用文献索引データベース、J-STAGE、機関リポジトリ、雑

誌記事索引データベース、日本能楽文献索引、医中誌 Web、

CrossRef、日経 BP 記事検索サービス、情報学広場：情報処

理学会電子図書館、情報学広場：AI 書庫、日本物理学会電子

ジャーナル、応用物理学会電子ジャーナルに収録された雑誌

が対象  

収録文献数  2,063 万件以上  

検索方法  検索ボックスにテキスト入力  

詳細検索として、著者名や出版年等を指定可能  

利用料金  無料（利用登録不要）  

 

https://ci.nii.ac.jp/
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図表  IV-5 ツールに関する基本情報（Google scholar）  

ツール名  Google scholar 

URL https://scholar.google.co.jp/  

特徴  日本国内で発表された論文だけでなく、世界各国の論文を、

任意のキーワードで検索することが可能。  

期間を指定して、検索結果を絞り込むこともできる。  

マイライブラリ機能を活用すれば、検索された論文を保存す

ることが可能。  

メールアラート機能があり、設定した検索式に関連する論文

が公開された際に、登録したアドレスへのメール送付が可

能。  

対象分野  全分野  

対象雑誌数  インターネット上で公開されている文献すべて  

収録文献数  インターネット上で公開されている文献すべて  

検索方法  検索ボックスにテキスト入力  

詳細検索として、著者名や出版年等を指定可能  

利用料金  無料  

 

https://scholar.google.co.jp/
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図表  IV-6 ツールに関する基本情報（日本の研究 .com）  

ツール名  日本の研究 .com 

URL https://research-er.jp/ 

特徴  入力したキーワードに関連する研究者や研究課題、プレスリ

リース記事等を検索可能。  

検索結果として表示される研究者データは多様な観点から集

計されたものになっており、推定される研究分野や関連キー

ワード、現在進行中の研究課題や過去の研究課題、プレスリ

リース等の関連記事等の情報が、研究者単位で整理されてい

る。（推定分野については、研究課題のタイトル等から独自

のアルゴリズムで自動推定している）  

対象分野  科学技術振興機構（JST）、農業・食品産業技術総合研究機構、

日本学術振興会（JSPS）、新エネルギー・産業技術総合開発機

構（NEDO）、科学研究費助成事業、KAKEN、厚生労働科学

研究費、医薬基盤・健康・栄養研究所  医薬基盤研究所、文部

科学省、農林水産省  農林水産技術会議、日本医療研究開発機

構（AMED）、防衛省技術研究本部、総務省、環境省に掲載さ

れた研究課題データを対象にしている。  

対象雑誌数  －  

収録文献数  －  

検索方法  [研究者検索 ] フリーワード欄に任意のキーワードを入力し

て検索を行うことができるほか、所属や事業区分、事業分野

等で絞り込んで検索することも可能  

[研究課題検索 ] フリーワード欄に任意のキーワードを入力

して検索を行うことができるほか、事業区分や研究者名、所

属等で絞り込んで検索することも可能  

[記事検索 ] フリーワード欄に任意のキーワードを入力して

検索を行うことができるほか、日付や記事の種類（プレスリ

リース等）で絞り込んで検索することも可能  

利用料金  無料  

 

 

 

https://research-er.jp/
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図表  IV-7 ツールに関する基本情報（科学研究費助成事業データベース）  

ツール名  科学研究費助成事業データベース（KAKEN）  

URL https://kaken.nii.ac.jp/ja/  

特徴  科学研究費助成事業に採択された研究課題を、任意のキーワ

ードで検索することができる。  

また、研究課題名や研究課題種別、研究種目、分野、機関、

研究期間、研究者情報等、詳細に条件を指定して絞り込んだ

検索を行うこともできる。  

研究課題の検索を実施できるだけでなく、任意のキーワード

に関連した研究者を検索することもできる。  

対象分野  科学研究費助成事業で実施された研究  

対象雑誌数  －  

収録文献数  －  

検索方法  [研究課題検索 ] 検索ボックスに任意のキーワードを入力す

ることで、当該キーワードに関連する研究課題の検索を行う

ことができるほか、詳細検索にも対応しており、研究者名や

所属機関、研究課題名、研究種目（基盤研究 (S)等）等を指定

したうえで絞り込むことも可能  

[研究者検索 ] 検索ボックスに任意のキーワードを入力する

ことで、当該キーワードに関連する研究者の検索を行うこと

ができるほか、所属機関や研究課題名、研究種目等を指定し

たうえで絞り込むことも可能  

利用料金  無料  

 

 

https://kaken.nii.ac.jp/ja/
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図表  IV-8 ツールに関する基本情報（researchmap）  

ツール名  researchmap 

URL https://researchmap.jp/  

特徴  国立研究開発法人科学技術振興機構が運営する、研究者に関

するデータベースである。  

公開されている他のデータベースと連携しており、研究者の

プロフィールとして公開される実績は他のデータベースか

ら最新の情報が取り込まれる。  

3,365 研究機関および 264,409 人の研究者に関する情報が収

録されている。  

また、類似テーマ等を研究する者どうしで組成するコミュニ

ティを作成することもできる。  

対象分野  全分野（登録されている研究者に関連する分野）  

対象雑誌数  －  

収録文献数  －  

検索方法  [研究者検索 ] 検索キーワード欄に任意の単語を入力するこ

とで、当該キーワードに関連する研究者の検索を行うことが

できるほか、詳細検索にも対応しており、所属や研究分野（大

分類および中分類の指定が可能）、エリア、機関種別等を指定

したうえで絞り込むことも可能  

[コミュニティ検索 ] 検索ボックスに任意のキーワードを入

力することで、当該キーワードに関連するコミュニティの検

索を行うことができる。  

利用料金  無料  

 

https://researchmap.jp/
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図表  IV-9 ツールに関する基本情報（J-STORE）  

ツール名  J-STORE 

URL https://jstore.jst.go.jp/ 

特徴  科学技術振興機構（JST）が大学等における研究成果を企業

へ技術移転し、実用化することを目的にして提供している無

料のデータベース。  

国内の未公開特許出願についても、「発明の名称」「技術概要」

等を提供している。（JST 所有の未公開特許出願や、一部の

大学・研究機関等における未公開特許出願）  

JST 知的財産マネジメント推進部が選んだ「注目の特許情報」

も提供している。  

特許出願情報の他に、研究報告書や新技術説明会の発表資料

等も提供している。  

対象分野  全分野（登録されている研究者に関連する分野）  

対象雑誌数  －  

収録文献数  －  

検索方法  [クイック検索 ] 検索キーワード欄に任意の単語を入力する

ことで、当該キーワードに関連する特許情報や技術シーズ、

研究報告、新技術説明会資料を検索できるほか、詳細検索に

も対応しており、データ種別（国内特許、技術シーズ、研究

報告等）やデータ提供機関を絞り込むこともできる。  

利用料金  無料  

 

 

https://jstore.jst.go.jp/
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（２）  ツールを活用した研究シーズ等の探索  

 

（ｉ）各ツールを活用できる場面の概略  

 

 各ツールについて、論文や研究費等の観点からみた活用可能性について調査し

た結果を、以下の表に整理する。  

 

図表  IV-10 各ツールを活用できる場面  

 論文  研究費  その他  

 

発
表
数 

論
文
発
表
数
の

経
年
変
化 

被
引
用
数 

科
研
費 

N 

E 

D 

O 

A 

M 

E 

D 

プ
レ
ス
記
事
等 

新
技
術
説
明
会

資
料 

スコーパス  ○  ○  ○       

CiNii Articles  ○   ○       

Google 

scholar 
○        

 

日本の研究  

.com 
   ○  ○  ○  ○  

 

KAKEN    ○      

researchmap ○    ○  ○  ○    

J-STORE        ○  

 

 このうち、比較的「日本の研究 .com」や「researchmap」については、任意の

キーワードから研究者を抽出したうえで、当該研究者のプロフィールを、研究分

野や研究実績等の観点から俯瞰することが可能であり、研究者を探索する際の導

入ツールとして活用するのに適していると思われる。  

 一方、「スコーパス」や「CiNii Articles」「Google scholar」「KAKEN」は個別の

研究実績を確認することが可能であり、探索した研究者を詳細に調査する場面で

活用するのに適していると思われる。  
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（ⅱ）具体的な活用例  

 

①ライフサイエンス分野  

 

 ライフサイエンス分野での活用例として、公開情報調査でも紹介した山口大

学・小林誠教授の研究成果について、「日本の研究 .com」と「スコーパス」を活

用した探索例を示す。  

 日本の研究 .com を活用し、「血管 異常収縮 EPA」というキーワードで検索

すると、同教授を含む７名の研究者が検索結果として表示された。同教授につい

て、さらに詳細情報を表示させると、少なくとも 1991 年頃からは、研究費を獲

得し、同様の分野における研究を実施してきていることがわかる。  

 加えて、スコーパス（Scopus Preview）の著者検索機能を活用し、同教授の

詳細を検索すると、これまでに 114 の文献数を確認できるほか、4496 回の被引

用数があることを確認できる。同教授の発表論文を、被引用数で降順に並べ替え

ると、最も被引用数の多い論文においては、479 回引用されていることがわかる。 

 

②材料分野  

 

 材料分野での活用例として、公開情報調査でも紹介した信州大学・手嶋勝弥教

授の研究成果について、「 researchmap」と「CiNii Articles」を活用した探索例

を示す。  

 researchmap を活用し、所属に「信州大学」と入力し、研究分野の大分類と

して「材料化学」、中分類として「無機工業材料」を指定したうえで検索を行う

と、同教授を含む９名の研究者が検索結果として表示された。同教授について、

さらに個別情報を表示させると、無機工業材料だけでなく、デバイス関連化学等

も研究分野として設定されていることを確認できる。また、競争的資金の研究課

題のタイトルに着目すると、特に「結晶」というキーワードで研究を実施してい

ることがわかるほか、その応用先として、電池材料・光触媒材料・高発光デバイ

ス・バイオクリスタル等、多様な方面での実用化を目指した研究に取り組んでい

る可能性が示唆されている。  

 加えて、CiNii Articles の著者検索機能を活用して、同教授の詳細を検索すると、

国内論文を 45 件発表していることがわかり、かつ複数の論文が他の研究者に引

用されていることがわかる。国内論文のタイトルに着目すると、やはり「結晶」

をキーワードとした研究に取り組んでおり、太陽電池電極や光触媒等への応用展
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開に向けた活動をしていることが示唆されている。  

 

③電気電子分野  

 

 電気電子分野での活用例として、公開情報調査でも紹介した静岡大学・川人祥

二教授の研究成果について、「 researchmap」と「Google scholar」を活用した探

索例を示す。  

 researchmap を活用し、所属に「静岡大学」、研究キーワードには「センサ」

と入力し、研究分野の大分類として「電気電子工学」、中分類として「電子デバ

イス・電子機器」を指定したうえで検索を行うと、同教授を含む６名の研究者が

検索結果として表示された。同教授について、さらに個別情報を表示させると、

研究キーワードとして「集積回路」「イメージセンサ」「撮像」が設定されている

ことを確認できる。また、競争的資金の研究課題に関するタイトルに着目すると、

研究の展開先として、撮像デバイスやカメラモジュールを意識した取組を続けて

きていることがわかる。  

 加えて、Google scholar を活用して同教授の詳細を検索すると、445 件の文献

がヒットすることを確認できる。文献のタイトルに着目すると、「応用」「開発動

向」「通信システムの開発」「展望」等のキーワードを複数確認でき、同教授の研

究成果についての応用展開を考えていることが示唆される。  
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V ．  委員会による検討  

 

１．  検討実施概要  

 

本調査研究に関して、専門的な視点からの検討、分析、助言を得るために、当

該分野において専門的な知見を有する有識者で構成される委員会を設置した。  

 

２．  委員会開催概要  

 

委員会は全 3 回開催した。各回における議題は以下のとおりである。  

 

図表  V-1 委員会開催概要  

回次  日時  議題  

第一回  
2018 年 11 月 15 日（木）  

10:00～12:00 

 本調査の趣旨について  

 調査方法の概要について  

第二回  
2018 年 12 月 17 日（月）  

15:00～18:00 

 本調査の対象となる研究者像について  

 ヒアリング調査中間報告  

第三回  
2019 年 2 月 28 日（木）  

14:00～17:00 

 ヒアリング調査最終報告  

 報告書の取りまとめについて  
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VI ．  調査結果の分析・取りまとめ  

 

 本調査研究では、大学の研究者における知財意識を高めるための基礎となる情

報を収集する目的で、公開情報調査および国内ヒアリング調査、研究シーズ探索

等に関するツールの調査を実施した。  

 

１．  分析・取りまとめの方針  

 

今後、大学における研究者の知財意識を高めることを目的として、本調査研究

の結果を有効に活用するためには、次に示す 2 つの観点で分析・取りまとめを行

う必要がある。  

 

図表  VI-1 分析・取りまとめの観点  

観点①

•知財意識が薄い研究者がまだまだ多
く存在する中で、特にどのような研
究者を対象として今後普及啓発等の
活動を実施していくべきであるか？

観点②

•そのような研究者に今後、知的財産
権制度の活用に取り組んでもらうた
めには、どのような事例等を知って
もらうことが有効であるか？

まだ知財意識が薄い研究者

十分に
知財意識
あり

ある程度
知財意識あり
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（１）  分析・取りまとめの観点１：対象となる研究者の考え方  

 

大学において、まだ知財意識が薄い研究者は相当数存在しており、そうした研

究者の全てに対して、統一的に知財意識を高めてもらえるような方策を立案・実

施することは難しい。  

したがって、何らかの基準・観点によって、現状ではまだ知財意識が薄い研究

者の中から「知財意識を持ってもらうことによって、より研究成果が大きくなる

可能性がある者」を抽出・発掘する必要がある。  

 本調査研究で実施したヒアリング調査や委員会における検討等を総合的に分

析し、この点についての取りまとめを行う。  

 

図表  VI-2 分析・取りまとめの観点１  

知財意識を持ってもらう
ことが有効である研究者

どのような基準・観点・考
え方で、こうした研究者を
抽出および発掘することが

適切であるか？

？

まだ知財意識が薄い研究者

十分に
知財意識
あり

ある程度
知財意識あり
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（２）  分析・取りまとめの観点２：対象となる研究者へのアプローチ方法  

 

現状、まだ知財意識が薄い研究者は、そもそも知的財産権制度に対して関心を

持っていないため、まずは知的財産権制度が自身にも関係しうるものであるとい

う認識を持ってもらったうえで、今後研究活動の中で実際に知的財産権制度の活

用にも取り組んでいってもらえるような仕掛けが必要である。  

このような取組を通じて、知財意識を持つ研究者を増やしていくことを目的と

して、本調査研究で実施した公開情報調査やヒアリング調査、委員会における検

討等を総合的に分析し、この点に資するような取りまとめを行う。  

 

図表  VI-3 分析・取りまとめの観点２  

「興味・関心を持ってもらう」「実
際に取り組んでもらう」ということ
を促進するためには、具体的にどの
ような内容でアプローチすることが

効果的であるか？

？

まだ知財意識が薄い研究者

十分に
知財意識
あり

ある程度
知財意識あり
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２．  分析・取りまとめ  

 

（１）  対象となる研究者の考え方  

 

知財意識を持ってもらうことが有効であると考えられる研究者の考え方につ

いて、ヒアリング調査結果および委員会における検討から得られた示唆をもとに、

総合分析を行う。  

 

（ｉ）ヒアリング調査結果からの示唆  

 

 ヒアリング調査結果を整理すると、対象となる研究者を抽出・検討する際の視

点として、次のようなものが挙げられている。  

 

図表  VI-4 対象となる研究者を抽出・整理する際の観点（ヒアリング調査結果

より）  

＃  観点  説明  

1 
研究や知的財産

に対する意識  

 研究の展開に対する意識やイメージを持っている  

 共同研究や実用化、社会貢献に関心を持っている  

 外部発信に積極的である  

2 研究実績  

 一定の研究費獲得実績がある  

 発表論文の被引用数が多い  

 インパクトファクターが高い論文誌への発表実績  

3 属性  

 若手の研究者である  

 中堅の研究者である  

 医学や工学だけでなく、理学系の研究者も対象と

なり得る  

 社会動向として、最近出願が増えてきている分野

の研究をしている  
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（ⅱ）委員会における検討からの示唆  

 

 委員会においては、知財意識を持ってもらう対象となる研究者をシンプルに整

理すると、「少なくともここ数年は特許出願を行っていない」「研究業績はそれな

りにある」という条件を満たす研究者である、との指摘があった。また、こうし

た条件に加えて、「特許に対する否定的な考え方を持っておらず、肯定的な考え

方を持っているか、そもそも特許のことを知らない」という観点もあるという指

摘があった。  

 

【委員会において挙げられた指摘】  

（対象となる研究者の前提）  

 少なくともここ数年は特許出願を行っていないが、研究業績をそれなり

に出している研究者は対象となるであろう。  

 共同研究を行う研究者で、まだ特許出願に取り組んだことがない研究者

は、「特許のことを知らない研究者」に分類されると思うが、そのような

研究者は手厚くフォローする必要がある。  

 特許に関して、少なくともネガティブな印象を持っていない研究者であ

る方が、アプローチはしやすいであろう。  

 ただし、特許に対してネガティブな印象を持っていたとしても、特許出

願に取り組んでもらうことによって、成果を創出できる可能性がある研

究者はいるので、対象からはずすことはない。  

 

（対象となる研究者像を整理する際に留意するべき点）  

 今後、研究者に知財意識を持ってもらうよう働きかけるのは URA 等の役

割になると思うが、URA 等が効果的に動けるように、どのような研究者

に対して、どのようなアプローチをすることが有効であるか等を整理で

きればよい。特に、研究者像を考えるにあたっては、研究者にとっての

インセンティブという視点に注目してみるのもよいのではないか。  

 研究者にとってのインセンティブを考える際には、研究分野や研究資金

の状況、これまでのバックグラウンド等の観点は URA にとっても現実味

のある研究者としてイメージしやすく、研究者像を分類する観点として

適切であろう。  

 例えば、「工学部で科研費基盤研究 C くらいの研究費を持っているが、

もう少し大型の研究費が必要で、「NEDO・5 年モノ・３社程度と連携・
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総額１億」を狙っている４０代後半研究者」というような研究者像を示

せれば、イメージをしやすい。  

 

（ⅲ）総合分析  

 

 ヒアリング調査および委員会における検討結果を総合的に分析すると、今後知

財意識を高めてもらい、特許出願を促していく対象となる研究者を次のように整

理できる。  

 

図表  VI-5 啓発の対象となる研究者  

属性  

 若手を中心に意識啓発を促すことが重要である

が、中堅の研究者も対象になる。  

 医学や工学分野だけでなく、理学分野も対象にな

り得る。  

 社会動向として、特許出願が増えている分野（情

報系等）の研究をしている研究者も対象となり得

る。  

研究実績  

 ある程度の研究実績が出てきている研究者、とい

う観点では、研究費（科研費等）の獲得状況が参

考になる。  

 継続的に論文を発表しており、インパクトファク

ターが高い論文誌への発表実績があるとなおよい  

 発表論文の被引用数が多い。  

意識  

 研究を展開していく方向性に対する意識を持って

いる。  

 共同研究や実用化、社会貢献に関心を持っている  

 

 こうした研究者を発掘する際、研究費や論文等、データとして管理できる情報

については、学内のデータベースや各種ツールを活用することで、候補となる研

究者を絞りこむことができる。  

 一方、特許や研究に対する意識のような定性情報については、データベースか

らの抽出は難しいので、学内のネットワーク等の中で情報を得ながら絞り込んで

いく必要がある。  

 また、こうした研究者に対して意識啓発を行う際に活用するツール（事例集等）
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は、発掘を行う担当者（URA 等）や研究者自身が理解しやすいように、研究分

野や研究費の状況、バックグラウンド、今後目指す方向等、現実の研究者として

具体的にイメージできるようなものとする必要がある点に留意すべきである。  
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（２）  対象となる研究者へのアプローチ方法  

 

知財意識を持ってもらうことが有効であると考えられる研究者に知的財産権

制度の活用について興味・関心を持ってもらい、実際に取り組んでもらうために

有効なアプローチ内容・方法について、公開情報調査結果、ヒアリング調査結果

および委員会における検討から得られた示唆をもとに、総合分析を行う。  

 

（ⅰ）公開情報調査結果からの示唆  

 

 公開情報調査の結果からは、大学の研究者が特許出願を行うことで得られるメ

リットについては、大きく「共同研究のきっかけ創出」「研究費の獲得」「研究業

績の充実化」「研究成果の実用化」という点があるという示唆が得られた。  

 

図表  VI-6 大学の研究者が特許出願によって得られるメリット例（公開情報調

査結果より）  

共同研究のきっかけ創出

研究費の獲得

研究業績の充実化

研究成果の実用化

大学の研究者
が特許出願を
行うことで
得られる
メリット例

 

 

（ⅱ）ヒアリング調査結果からの示唆  

 

 研究者に対して実施したヒアリング調査の結果からは、公開情報調査の結果か

ら得られた点に加えて、「対外的な PR 活動のきっかけ」という観点や、「大型研

究プロジェクト申請時の PR 材料」「研究の幅の広がり・発展・深化」「キャリア

アップ」「学内組織とのネットワークづくり」「研究室スタッフのモチベーション

向上」「地域貢献」といったコメントがあったほかに、研究成果の具体的な実用

化手段としてのベンチャー設立に言及したコメントもあった。  
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図表  VI-7 大学の研究者が特許出願によって得られるメリット例（ヒアリング

調査結果より）  

研究の実用化促進

ベンチャー設立を通じた実用化

対外的なPR活動のきっかけ

大型研究プロジェクト申請時のPR材料

大学の研究者
が特許出願を
行うことで
得られる
メリット例

キャリアアップ

学内組織とのネットワークづくり

研究室スタッフのモチベーション向上

地域貢献（雇用創出）

対外的な
活動に
おける

メリット

対内的な
活動に
おける

メリット

研究の幅の広がり・発展・深化

 

 

 

（ⅲ）委員会における検討からの示唆  

 

 委員会においては、大学の研究者に特許出願への興味を持ってもらい、実際に

取り組んでもらうためには、研究者としての目標を達成していく中で、特許出願

が研究者にとってどのようなインセンティブとしての役割を果たしうるのか、と

いう視点で捉えて説明していくことが重要であるという指摘があった。  

 その中で、研究者は最終的に少なからず「研究成果を活用した社会貢献」とい

う点を一つの目標として捉えており、そこに至るプロセスで、若手研究者であれ

ば「研究の幅を広げること」や「連携のきっかけづくり」「キャリアアップ」と

いう点が当面の目標となり、一方である程度研究成果を出せるような研究者であ

れば、「大型の研究プロジェクト獲得（国プロ等）」や「ベンチャー設立」「企業

との共同研究」等が目標となってくる。  

 こうした研究者としてのプロセスの中で、特許がどのように役立つ可能性があ
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るかを示すことによって、研究者としての目標をより確実に達成するための手段

として、特許出願にも興味を持ってくれるようになることを期待できる。  

 

【委員会において挙げられた指摘】  

（アプローチに関する全般的な考え方）  

 今後のキャリアの中で必要な時には特許のことを思い出してもらう、と

いうのが、本調査の目指すところである。  

 研究における大事な局面で、「特許をとる必要がある」ということを研究

者に説明していく必要がある。  

 その研究者が考える理想の研究者になるために、特許がどのように役立

つか、という話をどれだけ魅力的に説明できるかが重要である。  

 医学、工学で研究成果を出す研究者は、成果を社会に発表して社会実装

を実現することにとても関心がある。そのために特許が必要であること

を説明すると、すんなりと納得してもらえることが多い。  

 なりたい研究者を目指していくプロセスで、知財がどう関係してくるか

という整理の仕方にする必要がある。  

 

（アプローチする際の具体的な視点）  

 研究がどのように展開したか（これまで気が付かなかった新しい研究テ

ーマが生まれたか）、論文生産性が上がったか、企業との付き合いでどの

ように次の外部資金獲得に貢献したか、等の話の中で知的財産がどのよ

うに役立ったか、という視点を整理した方がよい。  

 大型プロジェクトの申請を行う前に、企業と調整が必要となることがあ

るが、その時に知財が話題になることは多い。  

 ベンチャー企業が投資を受ける際には、知的財産の観点から評価される

ことが多い。  

 

（若手研究者に対するアプローチ）  

 若手研究者に関心を持ってもらうためには、キャリアの話と紐づけるこ

とも重要である。  

 若手研究者の場合、まずは共同研究を一対一でやることを覚えることが

目標ということもある。  

 若手にとっては、共同研究や特許によって研究の幅が広がるということ

を知ってもらうのが重要である。若手研究者は持っているテーマがどう
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しても少ないので、このような視点は重要である。  

 研究の幅や深みという視点からアプローチすることは重要である。特許

出願をきっかけとして、実用化や事業化の視点から企業等とディスカッ

ションをすることもあり、そこでのディスカッションが研究の幅を広げ

る際のヒントにもなる。  

 若手研究者に対しては、決して特許は手間がかかるだけのものではなく、

企業と連携する際のツールになるものでもある、というところを示せれ

ばよいのではないか。  

 

 上記のような指摘を踏まえながら、研究者が目標を達成するプロセスの中で経

験する事項に対して、特許がどのように貢献しうるのか、という視点でまとめる

必要がある。  

 

図表  VI-8 研究者としての目標達成プロセスと特許の役割  

研究者とのしての目標

研究を通じた社会貢献

• 研究成果を実用化することで患者
を救う

• 研究成果を製品として世の中に出
すことで、社会を豊かにする

• 研究を深化させることで、社会貢
献につながる知を創出する

大型研究プロジェクトの獲得 ベンチャー設立 企業との共同研究

研究の幅が広がる 実用化に向けて進展する キャリアアップ

こうした活動の中で、特許はどのような役割を
担うことができるか？

目標へ近づく際に研究者が経験するイベント例

上記のイベントを経験することで得られる成果例

 

 

 

（ⅳ）総合分析  

 

 以上を踏まえて総合的に分析すると、まず研究者としての目標については、ヒ

アリング調査の結果からも、分野を問わず「研究を通じた社会貢献」という点を

意識している声がほとんどであった。ライフサイエンス系の研究者においては、

「研究成果を実用化することで、患者を救う」という言葉で表現しており、理工

系の研究者においては、「研究成果を実用化することで、社会課題を解決する」

「研究内容を深化させることで、社会貢献につながる知を創出する」等の言葉で

表現されることが多かったが、いずれも「研究を通じた社会貢献」として捉える
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ことができる。  

 研究者として、こうした目標の達成に近づき、実現していくプロセスの中で、

例えば「大型研究プロジェクト獲得」や「ベンチャー設立」、「企業との共同研究」

を経験することがある。また、こうした経験によって、研究者として「研究の幅

が広がる」「研究成果が実用化に向けて進展する」「キャリアアップにつながる」

等の成果を得ていくことになる。  

 したがって、こうした研究者として重要なイベントや成果に対して、特許がど

のように関係・貢献しているかという事例等を説明することが、研究者としても

インセンティブを感じられるところであると考えられ、例えば本調査で収集した

事例については、以下のように整理することができる。  

 

①「企業との共同研究を促進し、研究成果を実用化に向けて進展させる」ため

のツールとして特許を捉える  

 

 ヒアリング調査結果より、大学へ届出を行い、特許出願を実施できたことによ

って、研究成果の実用化に向けて一緒に取り組んでくれる企業との連携を進める

ことができたという事例を確認できている。  

 

自身の研究成果を実用化して「患者を救いたい」という想いを実現するには、

どうしても企業との連携を必要とする場面があり、その時に研究成果に関

する特許を取得していると、企業との連携が見違えるように円滑に進むと

いう経験をした。（Ⅲ．２．（３）（ⅰ）「小児がん分野に適用可能な研究成

果の実用化促進」）  

研究成果を世の中に出すためには、事業化が必要である。研究成果を事業化

するには、どうしても企業の力が必要になるので、その際に特許が研究成

果と企業をつなぐ役割を果たしてくれる。（Ⅲ．２．（３）（ⅳ）「「一人でも

多くの患者を救う」という研究理念の実現へ」）  

研究成果の特許出願を行い、権利化を進めることで、特許を活用した商品と

して、企業が安心して事業計画を推進できるとの理解を得るに至り、商品

化が加速した。（Ⅲ．２．（３）（ⅴ）「歩行補助機器の商品化プロセスを通

じて新たな研究ニーズを獲得」）  

取得した特許を見た企業が、当該技術に興味を示し、大学に対して問い合わ

せをしてきた。その後、当該企業と話し合いを進め、最終的に共同研究へ

と発展することとなった。（Ⅲ．２．（３）（ⅷ）「研究成果の社会実装に向
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けた取組」）  

開発した新素材は、特許を取得したことで、民間企業との円滑な共同研究が

可能になり、多くの民間企業との共同研究の実施に繋がり、社会実装に近

づいている。（Ⅲ．２．（３）（xiii）「基礎研究の成果を社会実装へ」）  

 

 また、若手研究者（助教）が関係する事例として、具体的な共同研究にまでは

至っていないものの、大学の協力を得て、特許出願を実施できたことで、対外的

な PR の場を経験することにつながり、企業からも声がかかるようになったとい

う事例が確認されている。  

 

特許出願に取り組む前は、知的財産部との接点はほとんどなかったが、今回

の特許出願をきっかけとして接点が生まれたことで、研究者としてこれま

で関わってこなかったような機会を得ることができた。例えば、知的財産

部からその後「新技術説明会での発表」という機会をもらうことができ、

この会で発表を行うことによって、研究成果を外部へ効果的に PR すること

ができたと感じている。（Ⅲ．２．（３）（ⅱ）「環境負荷低減技術の実用化

へ向けた展開」）  

 

②「企業との共同研究を通じて、研究の幅を広げる」ためのツールとして特許

を捉える  

 

 ヒアリング調査結果より、大学へ届出を行い、特許出願を実施できたことによ

って、実用化に求められる視点等を知ることができ、研究の幅を広げられるよう

になったという事例を確認できている。  

 

外部専門家を交えて、新しい技術領域の発見につながるプロセスを取り組むこ

とができたため、研究着手前は全く意識していなかった発明の新規性や進歩性

に対する理解が深まり、全く従前のものとは異なる設計思想にいたることがで

きたと評価している。（Ⅲ．２．（３）（ⅴ）「歩行補助機器の商品化プロセスを

通じて新たな研究ニーズを獲得」）  

市場からの直接的な評価に触れ、その評価を研究に生かす「知財活動と研究活

動の相乗効果」が得られたことが最大の発見であり、これにより特許（知財）

に対する認識をあらためて強くする機会となった。（Ⅲ．２．（３）（ⅴ）「歩行

補助機器の商品化プロセスを通じて新たな研究ニーズを獲得」）  
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企業との共同研究を通じて研究を実用化目線で見ることができるようになり、

自身の研究の幅を広げられるようになったと実感している。（Ⅲ．２．（３）（ⅷ）

「研究成果の社会実装に向けた取組」）  

 

③「大型研究プロジェクトを獲得し、研究成果を実用化に向けて進展させる」

ためのツールとして特許を捉える  

 

 ヒアリング調査結果より、大学へ届出を行い、特許出願を実施できたことによ

って、大型研究プロジェクト申請時の PR 材料とすることができたという事例を

確認できている。  

 

特許に関する実績を、研究プロジェクト獲得に向けた申請の中で PR すること

が可能であり、論文だけでなく特許という観点からも実績を PR できた。（Ⅲ．

２．（３）（ⅰ）「小児がん分野に適用可能な研究成果の実用化促進」）  

医師主導治験の実施資金を獲得するために、特許出願していることが AMED へ

のアピールになった。（Ⅲ．２．（３）（ⅲ）「患者を救うことを目的とした研究

成果の活用」）  

特許を取得している研究成果を持っており、それをもとに実用化へ向けた研究

をさらに発展させていく計画を具体的に PR できるため、大型の研究資金を獲

得しやすくなった。（Ⅲ．２．（３）（ⅸ）「自ら設立したベンチャー企業に対す

る技術移転を通じた社会実装の好循環」）  

プロジェクトが国の事業に採択された要因の一つとして、これまでの研究成果

を特許にして F 大学が保有していたこともあると考えている。（Ⅲ．２．（３）

（ⅶ）「LED で創生される産業連鎖プロジェクトの展開」）  

特許を取得していることは、AMED 等の研究費を獲得する際に PR 材料となり

得るため、非常に有効である。（Ⅲ．２．（３）（xiv）「細胞周期の基礎研究の成

果を医療分野に応用する」）  
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④「ベンチャー企業を設立し、研究成果を実用化に向けて進展させる」ための

ツールとして特許を捉える  

 

 ヒアリング調査結果より、大学へ届出を行い、特許出願を実施できたことによ

って、ベンチャー企業を設立して研究成果を実用化するプロセスを円滑に進める

ことができたという事例を確認できている。  

 

大学で取得した特許のライセンスを受けることで、ベンチャー企業の設立・事

業化が円滑に進み、またベンチャー企業を設立して社会実装を行えるようにな

った。（Ⅲ．２．（３）（ⅵ）「ベンチャー企業を通じて、大学の研究成果を実用

化」）  

公的機関と共同で出願した特許を、自身が設立したベンチャー企業に技術移転

したことによって、同教授の研究成果がもとになった製品の製造販売やサービ

ス提供をスムーズに行えるようになった。（Ⅲ．２．（３）（ⅸ）「自ら設立した

ベンチャー企業に対する技術移転を通じた社会実装の好循環」）  

 

⑤「企業との共同研究が実績として評価され、キャリアアップへつなげていく」

ためのツールとして特許を捉える  

 

 ヒアリング調査結果より、大学へ届出を行い、特許出願を実施できたことによ

って、企業との共同研究につながり、結果としてそのことが実績として評価され、

研究者としてのキャリアアップにつながったという事例を確認できている。  

 

研究者としての評価は、もちろん論文に関する実績が大きく関わるところであ

るが、昨今では外部資金の獲得状況も研究者の評価に影響するところがある。

特許出願を行うことによって、企業との連携が円滑に進み、結果として外部資

金の獲得にもつながっているのは明らかであり、特許に取り組むことが、結果

として研究者としての評価にもつながっていることを実感している。（Ⅲ．２．

（３）（ⅰ）「がん分野に適用可能な研究成果の実用化促進」）  
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（３）  まとめ  

 

大学の研究者による研究活動は、新たな知を産み出すものであり、知的財産の

創出活動にほかならない。  

そして、大学の研究者が研究成果を世の中に還元し、社会貢献を実現するにあ

たっては、企業の協力を必要とする場合や、ベンチャー設立等を通じて社会実装

していく場合がほとんどである。  

特許制度に代表される知的財産権制度は、研究成果を企業へとつなぐ架け橋・

ツールとしての役割を果たし得るものであり、まだ知財意識の薄い研究者におい

ては、そのような意識を持つ必要がある。  

決して、「大学は事業活動を行うわけではないから、特許を取得する必要はな

い」ということはなく、事業活動を行う企業が大学の知を活用し、社会に還元し

ていく、というプロセスを俯瞰すれば、その中で大学の研究者が特許を取得する

意義が見えてくるはずである。  

また、特許取得を通じた企業との連携や技術の製品化の過程において、新たな

技術課題の発見や研究の進展など、研究の幅が広がり、研究が深まることは改め

て注目すべき点である。  

もちろん、すべての研究成果について特許を取得することが正しいわけではな

く、大学においてノウハウや契約等の手段で管理するなど、場面に応じた対応が

必要になることには留意するべきではあるが、いずれにしても、大学における研

究活動が知的財産の創出活動であり、特許取得が研究のさらなる発展や研究理念

の実現に寄与し得るものであるという認識を持つことが重要である。  

本調査では、既にこうした意識で研究に取り組んでいる研究者が、研究を通じ

た社会貢献を目指していく中で、どのような場面において、どのように知的財産

権制度を活用しているか、という視点で整理をしている。  

今後は、大学としてもこうしたプロセスを今一度把握し、各研究者の研究活動

や研究理念の実現に特許がどのように役立つのかを伝える事例やストーリーを

都度選択したうえで、研究者に対する啓発活動を行っていくことが必要である。
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資料Ⅰ 
大学研究者のための特許活用事例集 

～研究のさらなる発展のために～ 
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