
※本プログラムは、K-CONNEX 所属の京大研究者にのみ有効です。

京都大学・K-CONNEX 知財シーズ発掘プログラム

特許に興味はあるが敷居が高い、と感じている京大研究者のための入門プログラムです。

研究者の立場を熟知するリサーチアドミニストレーター (URA) が、研究者と大学知財部門や
技術移転組織（TLO）との間を橋渡しし、発明相談から特許出願までをサポートします。

研究成果についての特許性の調査を行い、その評価レポートを研究者にフィードバックします。
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　…と聞くと、これまで「特許」に関わったことがあるかたなら、研究成果を特許
として権利化することは、研究成果を社会のなかで実用化するための大事な手続
きであることがピンとくることでしょう。しかし、これまでの研究人生のなかで「特許」
に全く関わりのなかったかたたちにとっては、いざ、手続きをすすめようとしても
一体何をどうすればよいのか皆目見当がつかないのではないでしょうか。
　研究成果を特許として権利化するためには、まず特許庁に特許明細書を出願す
ることからスタートします。大学からでた研究成果の場合、特許出願に関わる手続
きは大学知財部門が行うしくみになっていますので、大学研究者の特許への第一
歩は、まず「大学知財部門の門をたたく」ことから始まります。しかし、忙しい研
究者にとっては、知財部門とのやりとりさえ煩わしく敷居も高いというのがホンネ
でしょう。また、こんな基礎研究なんかで特許申請できるのかな、と自分の判断で

特許をあきらめてしまうケースもあることでしょう。
　そこで K-CONNEX では、研究者が特許出願までの手続きをスムーズに進行で
きるよう、研究者支援プログラム「初めての特許出願」を提供することにいたしま
した。「初めての特許出願」ではリサーチアドミニストレーター（URA：University 
Research Administrator）が、研究者の研究内容を把握しながら、研究者と大学
知財部門の間にたって、研究成果を特許につなげるお手伝いをいたします。つまり、
研究者が「これって発明かな？」とひらめいた瞬間からURA が寄り添い、発明相
談から特許出願までのプロセスをサポートする道案内サービスを提供します。
一連のプロセスを経験しておくと特許出願への敷居が低くなり、これからの長い研
究人生のなかで役立つことでしょう。研究キャリアの初期にいるあなた、まずは第
一歩をURAと一緒に踏み出してみませんか？

あなたの研究成果を「特許」につなげてみませんか？



京都大学の教職員がなした発明の「特許等を受ける権利」は、原則京都大学
に帰属します。したがって、発明相談から特許出願までの（更には権利化までの）
一連の手続きは、京都大学の知財・ライセンス化部門（以下、「知財部門」）
が行います。「知財部門」は研究者から発明提案書を受け取ると、「関西 TLO」
と連携し、案件担当者を決定します。担当者は工学系、化学系、薬学系などそ
れぞれの専門的知識を持っており、研究成果の詳細を正確に理解することに努
め、特許性や実用化の可能性、市場のニーズ等を整理し、学内の審議に諮り

ます。学内審議で特許出願すべきと判断された案件については、大学が研究者
から「特許を受ける権利」を譲り受け、出願業務に進みます。これら一連のプ
ロセスのなかで、研究者がなかなか踏みだしにくいステップが、一番初期の発
明提案書を提出するステップです。そこで、K-CONNEXでは、研究者がスター
トを踏みとどまることのないよう、「これって発明かな」と思った瞬間から研究者
に寄り添いながら、大学知財部門、関西TLO、特許事務所等の機関との橋渡
しをいたします。

2

発明相談から特許出願までの連携体制

関西 T LO スタッフ
大学の研究成果を産業界に橋渡しする
技術移転スペシャリスト

K-CONNEX URA
特許出願までの道案内役

特許事務所の弁理士
研究成果の特許権利化を支える
知財スペシャリスト

京都大学産官学連携本部

知財・ライセンス化部門
スタッフ
いわゆる知財部門で、特許権利化と
維持に関わる大学業務全般担当

研究者
研究成果を生み出す発明者



(※1) 関西TLOとは？ 

関西 TLO は、京都大学の吉田キャンパス国
際イノベーション棟にオフィスを構え、京都大
学で生まれた新しい発明の発掘から、発明評
価、権利化、そして国内外へのマーケティン
グなどの技術移転活動までをワンストップで
行っています。関西 TLO がめざすのは、大
学の知的財産を、技術移転などを通じて社会
へ還元することによって、「新しい価値を創造
し、世界を熱くする。」ためのサポートを行う
ことです。本プログラムでは、機動力の高い
関西 TLO のサポートを通して、知財活動の
世界に触れていただけます。
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URAが研究者の研究内容を理解し、「これって発明
かな」という新しい研究成果があれば、URAが技
術移転組織である関西 TLO（※１）に発明相談を
もちかけます。ただし、医学系の案件のみ、担当
のKUMBL（京都大学医学領域産学連携推進機構）
へつなぎます。

発明相談の概要をふまえたうえで、関西 TLO は一度
研究者のもとへインタビューにうかがい、特許権利化
の可能性を事前に把握するために研究の詳細を確認
します。その結果、発明提案書を提出して先に進め
るべき、と関西 TLO が判断すれば、次のステップに
進みます。そうでない場合は、新たな研究成果が生
まれたときに再び発明相談を行います。

STEP 1　発明相談



(※2) 研究者は、学術の世界では
知ることのない「産業界から見た
自分の研究の価値」について知
ることができる

関西 TLO による市場性価値調査や先行技術
調査が盛り込まれた評価レポートは、普段の
研究活動のみでは得る機会がない情報です。
この評価レポートは知財部門に提出され、発
明評価委員会の審議の際に附議されるととも
に、研究者のもとにもフィードバックされます。
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リサーチアドミニストレーターは、発明提案書の準備
を行い、研究者が内容を確認したうえで産官学連携
本部に提出します。発明提案書の様式は、下記ウェ
ブサイト（京都大学学内限定）からご覧になれます。
https://www.saci.kyoto-u.ac.jp/?page_id=140

発明提案書を受理した産官学連携本部は、内容確
認のため発明者ヒアリングを行います。それと同時
に関西 TLOは、その研究成果についての特許性（新
規性、進歩性、産業利用の可能性）を調査します。
調査内容は、先行技術調査（過去の類似研究や関
連特許の調査）や、市場性価値調査（研究成果を
利用できる産業の調査）を含み、関西 TLO がその
評価レポートを準備します（※２)。

STEP 2　発明提案書提出 STEP 3　特許性調査



（※３）大学で生まれた研究成果は、大学産官学連携本部が大学承継・非承継を
決定するのであり、大学教員が勝手に判断し個人で特許出願することは、大学規
定上認められていません。

（※４）関西 TLOもURAも、承継・非承継に関わらず研究の発展をサポートします。
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産官学連携本部は、その発明提案書を受理すると発明評価委員会
を開催し、関西 TLO がまとめた評価レポートをもとに、その発明の
「特許を受ける権利」について大学承継・非承継を審議します（※３）。

大学承継の判断が下されれば、「特許を受ける権利」は大学に帰属する
こととなり、費用を負担して、特許出願します。
反対に、大学非承継の判断が下されれば、「特許を受ける権利」は研究
者個人に帰属し、以降の特許出願等は個人の裁量に任せられます。（※4）

STEP 4　発明評価委員会開催
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大学で承継された発明案件の特許出願にむけては、 弁理士が
産官学連携本部ならびに関西 TLO と連携しながら特許明細書
などの特許出願書類を作成します。

その書類の記載内容についての最終的な確認は、研究者
がリサーチアドミニストレーターとともに行います。不
明な点は、直接あるいは URA を介して産官学連携本部や
関西 TLO に問い合わせることができます。

STEP 5　特許明細書作成



出願後３年以内に審査請求を行い、審査請求から
特許の成立までは、現在約 1～2 年かかります。
また、出願後１年以内はデータを追加したり海外
に出願することが可能です。出願以降の手続きは、
引き続き大学知財部門が窓口となりますが、何か
ご不明な点やお困りの点などがありましたら、
K-CONNEXまでお気軽にご相談ください。

これで、URAが橋渡しのお手伝いをする
本プログラムは一旦完了ですが、
まだ特許が成立したわけではありません。
ようやくここからが、特許成立にむけての
スタートとなります。
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特許出願書類が完成すれば、あとは、特許事務所が特許庁に出願するだけです。
この出願手続き含め、それ以降の実務全般は産官学連携本部と関西TLOが軸と
なってすすめます。

STEP 6　特許出願



京都大学産官学連携本部では、京都大学で生まれた研究成果のなかから特許出願に至り、技術移転可能なものを分野別に紹介する
小冊子を作成しています。大学の特許シーズには、どのようなものがあるのかお知りになりたいときに、下記URLをどうぞご参考に。
http://www.saci.kyoto-u.ac.jp/wp-content/uploads/2015/05/invention1505.pdf

化合物群表示装置・化合物群表示方法　 ( 特許第 4280831 号 )

複数の化合物について第 1 の特性と第 2 の特性とを関連付けて効率的に表示でき、
第 1の特性として 4つ以上の特性をも同時に取り扱うことができる化合物群表示方法。

電気柵　（特許第 3660996 号、製品化済み）

運動能力に優れる害獣 (サル)に対しても侵入を確実に防止できる電気柵。 支柱に、
この支柱本体から離間するように突設される腕を設け、この腕に吊り下げるように
ネットを取り付けることにより、サルなどが支柱を伝ってネットを乗り越えられないよ
うにし、乗り越えにかかる時間を稼いで電気ショックを確実に与えられるようにする。

セルロースナノファイバーの製造方法　 ( 特許第 5500842 号 )

セルロースナノファイバー (CNF) を、簡易に作る方法 : ミキサーやブレンダーで簡単
に製造。 

波浪予測システム　 ( 特許第 5433913 号、サービス化済み）

全国各地の波の状況を予測する技術。本発明を利用した波浪予報は携帯・ パソコン
から見ることができます。「波伝説」http://www.wavehunter.jp/

Gタンパク質共役型レセプター作動剤　（特許第 5420400 号）

GPR120 及び／又は GPR40 に対するアゴニスト作用を有する、新規フェニル化
合物に関するGタンパク質共役型レセプター (GPCR) の作動剤を有効成分として
含有する食欲調節剤、肥満抑制剤、糖尿病治療剤、膵臓ベータ分化細胞増促進
殖剤、メタボリックシンドローム治療剤等に応用可能である。 
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「自分の研究は実用化向きじゃないから特許なんて無理では…」と端から諦めている研究者も多いのではないでしょうか。
大学の基礎研究であっても、多くの研究成果が特許として登録されています。例えば、京都大学の基礎研究からもこんな特許が生まれました。



発明提案書を提出してから以降のプロセスのなかで、研究者が特許権利化にむけて協
力するステップは限られています。以下のフローチャートは、特許査定までのプロセスの
例を示していますが、ほとんどのステップは大学知財部門や関西TLOのマターであり、
研究者は赤枠のステップで研究成果の内容記載について確認を行っていただきます。他
のステップにおいても、その都度、研究者（発明者）のサインが求められることがあります。

発明提案書提出

発明評価委員会

個人帰属

非承認の場合

承認の場合

JST不採択の場合

JST 不採択の場合
日本のみ移行

JST採択の場合

JST採択の場合

出願より12カ月

出願より6 カ月

出願より0カ月

出願より24カ月

出願より30カ月

出願より36カ月

外国特許日本特許

出願打合せ

国内出願

JST審査

JST各国移行審査

日本移行

審査請求

拒絶応答

外国移行

オフィスアクション

特許査定

国内優先出願

国際調査報告

国際予備審査請求

PCT出願

特許査定
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研究提案書提出→特許出願→特許査定までのプロセス ( 例 )



特許出願費用（40 万円～数百万円）
ならびに特許権維持（1～数百万円）
に関わる年金の支払いは、研究者自
らが負担するのではなく、随時審議
判断して京都大学あるいは共同研究
機関や技術移転先企業が負担します。

また、特許発明に関する技術移転に
より得られた収益は、出願・維持に
かかった費用を控除したのち、大学・
部局・発明者個人にそれぞれ配分さ
れます。京都大学の場合は、収益が
1000 万円未満の場合 1/2の配分、
1000万円以上の場合1/3が発明者
に還元されます。発明者個人への配
分は、申し出があれば研究経費とし
て研究室に配分することも可能です。
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(※1) 指導学生の研究テーマへの配慮

学内での指導学生の論文発表会なども該当しますので、
指導学生研究テーマの設定には配慮が必要です。クロー
ズな発表会の場でも慎重な取扱が必要であり、新規性を
喪失せず研究成果を発表するためには、聴講者に対して
研究成果に関する情報を秘密にすることを了解してもらう
必要があります。

(※3) 特許法第30条 ( 新規性喪失の例外規定
の適用 ) による救済措置、の説明

わが国の特許制度においては、特許出願より前に公開さ
れた発明は原則として特許を受けることはできません。し
かし、特許法第30 条（新規性喪失の例外規定の適用）に
よる救済措置により、公開から６ヶ月以内の出願であ
れば適用されます。ただし、海外への出願を予定している
場合には、各国の新規性喪失の例外規定にも留意する必
要があります。各国の国内法令によっては、自らの公開に
より、その国において特許を受けることができなくなる可
能性もありますので御注意ください（欧州、中国等では基
本的に例外規定なし）。

(※2) 出願準備に要する期間

発明の届出から帰属の決定までは、通常3～４週間、更に
出願までは、帰属の決定から通常１ヶ月程度はかかります。
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特許出願する際、その時点で研究成果がすでに
公知である場合（＝公の場ですでに発表した
研究成果の場合）、「新規性なし」と見なされ
権利化することができなくなってしまいます。
すなわち、権利化をめざす研究成果について
は、論文発表、学会発表など（※１）の前に、
出願を済ませておくことが必要です。出願準
備には３～４ヶ月ほど要します（※2）ので、
研究成果がでた時点で早めに発明相談に着手

することが理想です。あるいはもっと遡って、
アイデア段階や研究進行中の段階から、戦略的
にご相談いただいても構いません。
なお、論文発表の救済策として、新規性喪失の
例外規定（特許法第３０条）がありますが、こ
れを安易に頼ることは危険（※3）ですので、
特許出願の際には用意周到に成果発表の段取り
を組むことが肝心です。
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