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創薬特許マーケットへの提言

大阪工業大学大学院 知的財産研究科

西脇美奈子

1



PART.1

データベースを用いた

大学発特許調査からの提言



大学からの出願・登録件数の推移
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大学発特許は

創薬特許マーケットの

主要なシーズになる可能性がある

↓

大学によって得意分野があるはず

↓

大学は意外な特許を

保有しているのではないか
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１．調査方法

＜使用した情報データベース＞

・特許電子図書館（IPDL:無料）

・日経テレコン21 （有料）

＜調査対象とした特許＞

・出願人、権利者が大学

・2000年から2005年の間に

出願されたもの
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２．三重大学の例

大学全体では出願４３件、登録１５件

(特許化率３４.９％)

寄生物等に由来する蛋白質関連の

特許１０件は、主たる発明者

鎮西康雄氏・油田正夫氏をはじめとする

３～５名のチームにより出願
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３．慈恵大学の例

大学全体での出願２３件のうち

１０件登録(特許化率４３.４％)

すべてペンタックス株式会社との

内視鏡装置に関する特許の共同出願
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・ペンタックス株式会社

会社全体では３，２４３件出願

登録４６１件(特許化率:１４.２％)

大学との共同出願は２４件

(そのうち慈恵大学との出願は１６件)
慈恵大学と共同出願した１０件のみ

が登録(特許化率:６２.５％)
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４．医学系大学の調査

(１)東京医科歯科大学

大学全体での出願は４１件

うち登録は１件(特許化率:２.４％)

４１件中、共同出願が２５件につき

共同出願率は６０.９％
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東京医科歯科大学の共同出願先一覧
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企業名 大学名 公益法人他

オリンパス(株)(３件)
大日本印刷(株)(２件)
冨士フイルム(株)
日本油脂(株)
(株)興人

川澄化学工業(株)
(株)カイザーテクノロジー

(株)ＮＲＬファーマ

松下電器産業(株)
(株)堀場製作所

(株)ピクセン

日本たばこ産業・明治薬品(株)

東京大学

(２件)
岡山大学

(独)科学技術振興機構(8件)
(独)産業技術総合研究所

(財)神奈川科学技術アカデミー

(財)東京都医学研究機構



(２)松本歯科大学

大学全体での出願は１９件(登録なし)

１９件中、共同出願は７件につき

共同出願率は３６.８％

(単独出願率６３.２％)
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松本歯科大学の共同出願先一覧
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企業名 大学名

(株)モリタ製作所

(３件：２件は日本大学、１件は

(株)リガクとの共同)
(株)みくに工業

(株)リガク

（１件：(株)モリタ製作所との共同）

井原水産(株)
日本油脂(株)
福田金属箔粉工業(株)

日本大学

(２件：(株)モリタ製作所との共同) 



(３)東京薬科大学

大学全体での出願は３０件(登録なし)

３０件中、共同出願は１５件につき

共同出願率は５０％
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東京薬科大学の共同出願先一覧
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企業名 大学名 公益法人他
松下電器産業(株)(２件)
小野薬品工業(株)
(株)海洋バイオテクノロジー

研究所

((独)科学技術振興機構と共同)
グローブサイエンス(株)
東レ(株)
システム・インスツルメンツ(株)
(株)東京インスツルメンツ

東京農工大学 (独)科学技術振興機構

(２件：１件は(株)海洋バイオテク
ノロジー研究所と共同)
(独)国立健康・栄養研究所・

(独)宇宙航空研究開発機構・(財)
日本宇宙フォーラムの共同

(独)農業・生物系特定産業技術

研究機構

(財)東京都医学研究機構

科学技術振興事業団(２件)
(独)農業技術研究機構

宇宙開発事業団・

(財)日本宇宙フォーラムの共同



５．提言
・オープンマーケットの利点を活かし、
関西以外の地域の大学シーズを開拓して
掲載する→地理的な制約を克服できる
特許になっていないシーズにも注目する

・他の地域の大学だけでなく同時に地元の
「共同出願の相手先企業のシーズ」も開拓する

・大学が単独で保有している良い特許を選別
できる「目利き」のスキルをアップする

・主要と考えられる医療機器等もシーズとして
掲載する



PART.2

有料データベースとの機能比較

からみた提言
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１．ライフサイエンス関連分野の
情報収集方法

有料データベースから得られるライセンス

関連情報にはどのようなものがあるか？

(例) Thomson Scientific 「Thomson Pharma」
・ウェブインターフェースよりアクセスが可能な、

製薬・バイオ業界に必要な情報を統合させた

プラットフォーム。

・世界中の医薬・知的財産(特許)・学術文献・化学・

企業・配列・ターゲット情報などへ、高機能の検索

ツールを搭載。医薬品の研究・開発・販売など、

それぞれの職種のニーズに合わせて利用できる。

(Thomson ScientificのＨＰより)
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Thomson Pharmaでのライセンス関連情報と
その活用－Licenseeの観点から

Thomson Pharma収録情報概要

Thomson Pharmaのライセンス関連情報－例

◦ 最新のライセンス関連ニュース配信

◦ Meetingレポート：学会・会議で発表された最新技術動向速報

◦ Drugレポート：各医薬品に関するライセンス情報

◦ Dealレポート：各ディール毎の詳細情報

◦ ライセンスに関連するその他の情報源（会社情報・特許情報）

ライセンス関連情報の取得－例

◦ Form Search Drug：医薬品パイプライン情報検索

◦ Form Search Deals: ディール情報検索

◦ Guided Search Deal Finder：提携相手を探すための検索に特化した
機能（競合情報収集にも有用）

＜Thomson Scientificより資料提供＞



Thomson Pharma収録情報概要
Over 26,000 drugs (approx. 150 added each month)
7,500 (31,000) Companies
Meetings – information from key conferences published 
overnight
Information from over 41 patent issuing authorities
Journals – information from over 11,000 peer reviewed 
journals
Compounds – over 3 million (approx. 5,000 added each 
month)
Sequences – over 8 million (approx. 16,000 - 20,000 
added each month)
Targets – 5200+ 

＜Thomson Scientificより資料提供＞



最新のライセンス関連ニュース配信

ライセンス対象となりそうな
最近の注目技術や注目す
べきライセンシングに関する
ニュース記事

See the latest deals that 
have taken place

最新のディール一覧やディールのトレンドを示
すグラフ、提携・吸収合併ニュース

Licensing Opportunity
レポートリンク

＜Thomson Scientificより資料提供＞

https://www.thomson-pharma.com/portal/page/portal/Reports/REFERENCE TABBED REPORT?_dummy=y&referenceid=566134&dbsource=IDdb&selectedIndex=1&searchId=6471952&searchType=Literature+%26+News&displayEntity=LitAndNews%5BIDdb+-+News%5D&sortBy=Date&privSortBy=Date&sortOrder=desc&viewType=Summary


Drug Report：各医薬品に関するライセンス情報

Drugレポートでは、その医薬品に関
わるライセンス情報(Licensor, 

Licensee Licensor, Licensee等）を
収録

Drug Report：
26,000以上の医薬品プロファイルを収録し、開発

初期から上市までの情報（開発段階・特許・ライセ
ンス情報など）の包括的な把握が可能

Drugレポートリンク

＜Thomson Scientificより資料提供＞

https://www.thomson-pharma.com/portal/page/portal/Reports/DRUG TABBED REPORT?_dummy=y&drug_id=2958&drugName=dorzolamide&entityName=dorzolamide&selectedIndex=1&searchId=6471232&searchType=QuickSearch&displayEntity=Drug&sortBy=Date&privSortBy=Date&sortOrder=desc&viewType=Summary&companySearchText=dorzolamide


ライセンスに関連するその他の情報源（会社情報）
－Company Report

7,500 (30,000)以上の会社プロフィール

医薬品パイプライン情報や出願特許動向
等、会社の得意分野等を把握できる情報
をグラフ表示

他社とのライセンス情報の概要を把握

＜Thomson Scientificより資料提供＞



２．提言

(１)アクセス数を増やす工夫をする

医薬品業界団体等のHPからのリンク

(２)Googleでの検索順位を上げる

創薬特許マーケットのトップページに

薬品業界のニュースや医薬品に関する

コラムを掲載して、定期的に更新する

(３)技術トレンドを把握して掲載する
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