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1.1 本書の目的、および適用範囲 

本書は、「発明等届出管理システム」について、管理者向けにその操作方法を記載したドキュメン

トです。 

1.2 本書の取り扱いについて 

本書は、富士ゼロックス株式会社の著作物です。また、本書には弊社独自のノウハウや未発表の情

報が含まれている場合があります。本書の複製、引用、送信、ならびに貴社の関係者以外の方への

開示は、必ず弊社にご確認のうえ、行って下さい。 
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1.3 動作環境 

1.3.1 提出フォーム動作環境 

発明等の届出書（※以降発明届）の提出フォームは、サイボウズスタートアップス社のクラウド製品である、 

フォームクリエイターをベースに構築しています。 

動作環境については、サイボウズスタートアップス社の定める動作環境に依存します。 

下記にフォームクリエイターの動作環境を明記します。 
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1.3.2 kintone 動作環境 

発明等届出管理システムでは、サイボウズ社のクラウド製品である、kintone をベースに構築しています。 

動作環境については、サイボウズ社の定める kintone 動作環境に依存します。 

下記に kintone 動作環境を明記します。 

※クライアントOS上で動作するWebブラウザーのみを動作保証します。 

※Internet Explorer は、32bit 版のみを動作確認しています。 

※Internet Explorer 11 は、Windows 8 UI 対応版（非タッチデバイス）および、デスクトップ版にて動

作確認しています。 

※Internet Explorer 10 は、Windows 8 UI 対応版（タッチデバイス / 非タッチデバイス）および、デ

スクトップ版にて動作確認しています。 

※Internet Explorer に搭載されている「互換表示」機能を使用しての表示は動作保証外となります。 

※Firefox の ESR 版はサポート対象外です。 
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1.4 ログイン名・パスワードについて 

発行されたログイン名とパスワードは厳重に保管して下さい。 

パスワードはログイン後に任意で変更できますが、ログイン IDを忘れてしまった場合は、産学連携本部

までお問い合わせ下さい。 

産学連携本部メールアドレス：irms-mail@ducr.u-tokyo.ac.jp 

1.5 ログインについて 

[システム]対[操作者]が１対１を原則としています。 

同時に2名以上の方がログインして編集される場合、同一レコードを同時に操作すると、正しくレコー

ドが保存されない等の不具合が生じる可能性があります。 

1.6 ログアウトについて 

システムでの編集が終了したら、必ずログアウトをして下さい。 
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1.7 機能概要 

発明等届出管理システムで利用できる機能について解説します 

① 発明届提出機能 

提出フォームから発明届を提出することができます。 

② 発明届の受付機能 

発明者が所定のフォームから提出した発明届が自動的にシステムに登録されます。 

③ メール通知機能 

発明者、産学連携本部、東大 TLO の関係者に対して判定、受理等が行われた際に、自動的に通知メー

ルが送信されます。 

④ 進捗（プロセス）管理機能 

発明届提出、職務関連発明判定、産学連携本部受理、承継判定等、大学側の判定プロセス毎にレコード

を管理することができます。 

⑤ 管理番号の自動発行機能 

提出された発明届（登録されたレコード）毎に管理番号を自動発行できます。 

⑥ SNS機能 

提出された発明届（登録されたレコード）毎にチャット形式でコメントを打ち込んだり、返信すること

ができます。 

⑦ CSVの書き出し機能 

受付をした発明届をまとめて、CSV形式で出力することができます。出力の際は条件を指定して絞り込

みをすることが可能です。 

⑧ グラフ出力（レポート）機能 

特定の条件を指定して、グラフ化することができます。グラフは数種類ある中から自由に形式を選択す

ることができます。 

⑨ 部局管理（マスタ）機能 

部局情報にメールアドレスなどの変更があった場合、修正することができます。 

※登録したメールアドレスは自動通知メールを送信する宛先として設定されます。 
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2.1 提出フォームへのアクセス 

代表届出者の所属部局の提出フォームURLへアクセスします。 

部局コード 部局名 URL 

10 大学院法学政治学研究科 
https://formcreator.jp/answer.php?key=8Tm

NLJs2ECURaRVzMiJcSQ%3D%3D 

11 大学院医学系研究科 
https://formcreator.jp/answer.php?key=kmU

LLpIhdxX%2BMS5vp7kNgg%3D%3D 

12 医学部附属病院 
https://formcreator.jp/answer.php?key=jOixA

tQDkqaI%2BMBLPNbK4A%3D%3D 

13 大学院工学系研究科 
https://formcreator.jp/answer.php?key=UQ8j

GPMkzwf84kw6S4nHcQ%3D%3D 

14 大学院人文社会系研究科 
https://formcreator.jp/answer.php?key=uP1y

EeUkeJHk1PBWJBiGig%3D%3D 

15 大学院理学系研究科 
https://formcreator.jp/answer.php?key=Fr2n

Ja5Erzu5MW9Ba9E7Gw%3D%3D 

16 大学院農学生命科学研究科 
https://formcreator.jp/answer.php?key=eTvF

KpQbOVHf24X7BPn9Bg%3D%3D 

17 大学院経済学研究科 
https://formcreator.jp/answer.php?key=WOF

tx2DKFmxHZANJn%2FXFmw%3D%3D 

18 大学院総合文化研究科 
https://formcreator.jp/answer.php?key=%2F

PVaMDtxuE0yb7HQbjMqJg%3D%3D 

19 大学院教育学研究科 
https://formcreator.jp/answer.php?key=BaR

FnT1cMJ9auGUh0dK7aQ%3D%3D 

20 大学院薬学系研究科 
https://formcreator.jp/answer.php?key=2dN

H9XrhHzQjW0VVcQVH2A%3D%3D 

21 大学院数理科学研究科 
https://formcreator.jp/answer.php?key=gpC

D10UmJvbmS5bsC3NIEQ%3D%3D 

22 大学院新領域創成科学研究科 
https://formcreator.jp/answer.php?key=c13e

wZapyldFwFvsDqpL%2BQ%3D%3D 

23 大学院情報理工学系研究科 
https://formcreator.jp/answer.php?key=hrPh

ZbgVRlanH%2F6KMn3tfQ%3D%3D 

24 大学院情報学環 
https://formcreator.jp/answer.php?key=C5T

OCGiMY4nOe2jFLOP4xw%3D%3D 
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25 医科学研究所 
https://formcreator.jp/answer.php?key=X2N

cz3vYq07w7YkuWvIokA%3D%3D 

26 地震研究所 
https://formcreator.jp/answer.php?key=J5N

KHxnWeKE3fCV7mngOgA%3D%3D 

27 東洋文化研究所 
https://formcreator.jp/answer.php?key=kmU

LLpIhdxX%2BMS5vp7kNgg%3D%3D 

28 社会科学研究所 
https://formcreator.jp/answer.php?key=Uk8

UHhidKgCWjD1Iyt1BWQ%3D%3D 

30 生産技術研究所 
https://formcreator.jp/answer.php?key=TeHt

dBKKlqi1kAGGSGqsug%3D%3D 

31 史料編纂所 
https://formcreator.jp/answer.php?key=SI5B

BFIMaqtpKGPMHbpFrw%3D%3D 

32 分子細胞生物学研究所 
https://formcreator.jp/answer.php?key=HDN

rgID4K8ws0kmbTFcmHQ%3D%3D 

33 宇宙線研究所 
https://formcreator.jp/answer.php?key=AiTN

WY5IxQQceUf9XLINUw%3D%3D 

34 物性研究所 
https://formcreator.jp/answer.php?key=NIPl7

ASJ5cOUsCjsToHz4Q%3D%3D 

35 大気海洋研究所 
https://formcreator.jp/answer.php?key=p7fk

snciV0xhH%2BkUdqUCOA%3D%3D 

36 総合研究博物館 
https://formcreator.jp/answer.php?key=eBh3

vaB4OqxfHPdlwSi0Nw%3D%3D 

37 低温センター 
https://formcreator.jp/answer.php?key=TQU

FKErFBJtBZ%2Bt%2Bv%2BB5Gw%3D%3D

38 アイソトープ総合センター 
https://formcreator.jp/answer.php?key=1N9

7YjnEJdjMiXQR7xGr5w%3D%3D 

40 環境安全研究センター 
https://formcreator.jp/answer.php?key=TFJa

SKzACEsHd1CsMzxnwQ%3D%3D 

42 国際センター・日本語教育センター

https://formcreator.jp/answer.php?key=x8Rt

S6%2BBa%2FsHx%2FO%2FltiFRA%3D%3

D 

43 先端科学技術研究センター 
https://formcreator.jp/answer.php?key=fz%2

FP7ZEJ8npLnkq9Fp1uQw%3D%3D 

44 人工物工学研究センター 
https://formcreator.jp/answer.php?key=lfK4

TeVmDd9FyKNJM6Lmbw%3D%3D 

45 生物生産工学研究センター 
https://formcreator.jp/answer.php?key=8EZ

%2BhW%2Be5fBaGBX8pHt3hw%3D%3D 
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46 アジア生物資源環境研究センター 
https://formcreator.jp/answer.php?key=xhAr

Nyeyp9ixu2mBFHCB7w%3D%3D 

47 大学総合教育研究センター 
https://formcreator.jp/answer.php?key=Jcrv

OlRaH%2F8v9AVUhPDnWA%3D%3D 

50 空間情報科学研究センター 
https://formcreator.jp/answer.php?key=MQN

m3W8aZ2Obhw7%2BbKNhPQ%3D%3D 

54 保健・健康推進本部 
https://formcreator.jp/answer.php?key=036

1DYaDYepym7QUfrPB2A%3D%3D 

56 情報基盤センター 
https://formcreator.jp/answer.php?key=EXBI

F%2BNHJptyVOdEteItrA%3D%3D 

58 素粒子物理国際研究センター 
https://formcreator.jp/answer.php?key=lHOe

WlFktNI5biU6EdVwRA%3D%3D 

59
大規模集積システム設計教育研究セ

ンター 

https://formcreator.jp/answer.php?key=vqbP

1QtPXjxzWpcs8OuEUA%3D%3D 

69 環境安全本部 
https://formcreator.jp/answer.php?key=pmf0

57DIo7q%2BMxVp0%2BrGvQ%3D%3D 

70 IRT研究機構 
https://formcreator.jp/answer.php?key=fK9eI

uo%2BuBdatRhCnIWJpA%3D%3D 

71
ナノ量子情報エレクトロニクス研究

機構 

https://formcreator.jp/answer.php?key=sUVz

uSc8OLoPibtjq8h5cw%3D%3D 

72 フューチャーセンター推進機構 
https://formcreator.jp/answer.php?key=t%2F

ke4blPHtPbspWWB%2FS3hA%3D%3D 

73 知の構造化センター 
https://formcreator.jp/answer.php?key=Pepr

WYoWszSlMUXnhwH6hw%3D%3D 

80 大学院公共政策学連携研究部 
https://formcreator.jp/answer.php?key=eldm

Kf74jz5jav0zsJ6CiQ%3D%3D 

97 本部,総括プロジェクト機構,その他 
https://formcreator.jp/answer.php?key=dpXq

dp8CGAPFCIF903S7Jw%3D%3D 
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URLにアクセスすると以下の画面が開きます。 

例：大学院法学政治学研究科の提出フォーム 
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2.2 提出フォームへの入力方法 

提出フォームに必要な項目を入力します。 

項目名の右横に必須と書いてあるものは、必ず入力してください。 

ここで入力したメールアドレスは、今後職務関連発明判定の結果通知等の宛先となりますので 

間違いのないように入力してください。 

※添付ファイルについては、一つのファイルしかアップロードできないため、ファイルが複数存在する場合

は、ZIP ファイルにまとめてアップロードしてください。 
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全て入力したら「確認する」ボタンをクリックします。 

左図の確認画面が表示されたら内容を確認して「送信する」ボタンをクリックします。 

右図の提出完了画面が表示されたら提出完了です。 
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2.3 提出内容の確認方法 

発明届の提出が完了すると入力したメールアドレス宛に自動返信メールが届きます。 

自動返信メールの文書例を以下に明記します。 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

【Confidential】 

大学院●●●●研究科 

●● ●● 殿 

              発明等の届出書提出受付のお知らせ 

 下記発明等の届出書の提出を受け付けましたのでお知らせ致します。 

代表届出者： 

       大学院●●●●研究科 

       教授 

      ●● ●● 

発明等の名称： 

       ●●●●●に関する発明 

※本メールは内部文書であり、秘密情報が含まれますので取扱いにご注意願います。 

※本メールは自動送信メールです。本メールへの返信はできませんのでご了承ください。 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3.1 発明等届出管理システムのログイン 

発明等届出管理システムのURLにアクセスするとログイン画面が開きます。 

システムのURLは以下の通りです。 

https://ducrhatsumei.cybozu.com/login

ログイン画面のイメージは以下の通りです。 

上段にログイン名、下段にパスワードを入力して「ログイン」ボタンをクリックします。 

※パスワードを忘れた場合は再発行となります。産学連携本部までお問い合わせ下さい。 

ログインすると以下の画面が表示されます。 
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3.2 初回パスワードの変更について 

画面が切り替わったらまず最初に、初回のパスワード変更を行います。 

右上にあるユーザー名をクリックすると赤枠のようなメニューが開きます。 

メニュー内の「パスワードの変更」をクリックします。

「パスワードの変更」ボタンをクリックするとパスワード変更画面に表示

されます。 

パスワード変更画面では現在のパスワードと自分で決めた新しいパスワードを入力して「保存」ボタンを 

クリックします。これでパスワードが変更されます。 
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画面を戻し、「kintone」ボタンをクリックすると、ポータル画面（メイン画面）が表示されます。 
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3.3 ポータル画面（メイン画面） 

ポータル画面では、様々な機能を利用できます。 

大きく4つの機能を解説します。 

・ 赤枠：メインメニューです。発明等届出管理システムをクリックすると、発明届の処理を行うことがで

きます。 

・ 紫枠：システム内通知の一覧です。右上のボタンで未読と既読の一覧を切り替えることができます。 

通知をクリックすると該当するレコードの詳細画面が表示されます。 

・ 青枠：ログインユーザーのタスク一覧です。ログインユーザーが、処理する必要のあるタスクがあると

アプリのアイコンに件数が表示されます。 

・ 黒枠：スペースと、アプリの一覧です。スペースとは、ユーザー同士のコミュニケーションツールで自

由に掲示板を作成することができます。運用方法は kintone ヘルプをご確認下さい。アプリ一覧はシス

テム内で使えるアプリの一覧が表示されます。アイコンをクリックするとアプリが表示されます。 
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3.4 発明等届出管理システム 

発明等届出管理システムでは発明届の管理と判定を行います。 

「部局知的財産室受付～承継判定結果通知等の送付」までの流れを解説します。 

3.4.1 提出状況の一覧画面の確認 

発明届が提出されると、部局、産学連携本部、東大 TLOに対して提出通知メールが送信されます。 

・ 本文 

【Confidential】 

                                                          ●●●●年●月●日（←通知日） 

産学連携本部 知的財産部殿 殿 

                       発明等の届出書提出のお知らせ 

 下記の発明等の届出書が提出されましたのでお知らせ致します。 

代表届出者： 

        大学院●●●●研究科 

        教授 

        ●● ●● 

発明等の名称： 

    ●●●●●に関する発明 

※本メールは内部文書であり、秘密情報が含まれますので取扱いにご注意願います。 
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提出通知メールを受信したら、発明等届出管理システムにログインし、提出された発明届を確認します。 

発明等届出管理システムにアクセスすると、以下の一覧画面が表示されます。 

一覧を開くと、提出された発明届の一覧が表示されています。 

一覧の中から、判定したいレコードを探して、一番左側の詳細表示ボタンをクリックします。 

※ 初期値としては提出済一覧が表示されていますが、ドロップダウンを切り替えることで処理ステー

タスごとの一覧に切り替えることができます。 

※ 部局の方がログインした場合は、自部局宛に提出された届出のレコードしか表示されません。他部

局のレコードは閲覧不可です。 

クリックする 

ドロップダウンの切り替えイメージ 

またドロップダウンの右側にある マークをクリックすると項目

と条件を指定して自由に検索することができます。 
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3.4.2 発明届の詳細確認 

一覧からレコードを選択すると下図のような詳細画面が開きます。 

入力内容を見て不備がないか確認します。 

赤枠で囲んだ部分が発明者が提出フォームで入力した内容です。 
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3.4.3 職務関連発明判定 

判定をする場合は、まず編集ボタンをクリックして編集画面を開きます。 

編集画面を開いたら、部局知的財産室入力欄までスクロールします。 

入力者所属、入力者職名、入力者氏名、受付日、職務関連発明判定日、判定結果、 

判定理由（職務関連発明でない場合）を入力します。 

入力が完了したら、左上にある「保存」ボタンをクリックします。 
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「保存」ボタンをクリックすると、「判定する」ボタンが表示されますので、「判定する」ボタンをクリック

し、次に「実行」ボタンをクリックします。 

（前の画面で判定結果を選択していない場合、ボタンは表示されません。） 

これでレコード情報が次のステータス【職務関連発明判定済】に変化します。 

※ 判定結果で職務関連発明でないを選択している場合は次のステータスが【職務関連発明でない】と

なり、クローズとなります。 

※ ステータスが更新されると、届出提出者、部局、産学連携本部、東大 TLOに対して、判定結果の通

知メールが送信されます。 

判定結果メールの通知文章は以下の通りです。 

宛先は部局知的財産室設置の有無によって以下のように変動します。 

・ 知的財産室有りの場合の通知先 

宛先：発明者  

CC：産学連携本部、東京大学TLO 

BCC：部局知的財産室 

・ 知的財産室無しの場合の通知先 

宛先：発明者 

CC：部局知的財産室、東京大学TLO 

BCC：産学連携本部 

クリックする 
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・ 本文 

【Confidential】 

                                                     ●●●●年●月●日 

大学院●●●●研究科 

●● ●● 殿 

                      大学院●●●●研究科 知的財産室 

                         職務関連発明判定結果のお知らせ 

 先にご提出頂いた下記発明等の届出書につき、職務関連発明の判定結果を下記の通りご連絡致します。 

１．発明等の届出書提出日 

        平成 ●●年 ●月 ●日 

２．代表届出者 

        大学院●●●●研究科 

        教授 

        ●● ●● 

３．発明等の名称 

    ●●●●●に関する発明 

４．職務関連発明の決定日 

        平成 ●●年 ●月 ●日 

５．職務関連発明の判定結果 

        この発明等は職務関連発明です。 

６．部局知的財産室の見解（職務関連発明でない場合） 

 職務関連発明の判定結果に異議がある場合は、通知を受けた日から2週間以内に異議を申し立てることが

できます（発明等取扱規則第18条）。 

なお、本通知は、職務関連発明の結果決定をお知らせするものであり、職務関連発明の場合、または職務関

連発明ではないが大学の承継を希望する場合、大学法人として承継するか否かの決定は、今後知的財産部で
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産業上利用性、新規性、進歩性、社会への貢献度、収益性、権利化費用などを総合的に判断して行います。 

※本メールは内部文書であり、秘密情報が含まれますので取扱いにご注意願います。 
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3.4.4 送付書類の確認 

部局ユーザーは書類送付済の kintone 通知メール（下図参照）を受け取ったら、ログインして発明等届

出管理システムを開きます。 

例：kintone 通知メール 

アプリアイコンをクリックすると一覧画面が表示されます。 

一覧を開いたらドロップボックスから書類送付済を選択します。 

クリックする 
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一覧が切り替わったら対象のレコードを探して、詳細画面を開きます。 

詳細画面が開いたら書類添付欄までスクロールして、アップロードされたファイルをクリックすると 

ダウンロードできます。 

ファイルをダウンロードしたら、画面上部の「確認」ボタンをクリックします。 



第4章 SNS機能について 
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4.1 SNS（コメント）機能について 

kintone では登録したレコード毎にコメントの書き込み機能があります。 

ここでは発明等届出管理システムのレコード内でコメントをやり取るする方法を解説します。 

まず発明等届出管理システムでコメントしたいレコードの詳細画面を開きます。 

画面の右側にコメント欄がありますので、コメントを書き込むボタンをクリックします。 

クリックすると入力フィールドが開きます。 

ここをクリックする 
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宛先を選択する場合は「@宛先指定」ボタンをクリックすると＠マークが表示されるので、その後に 

指定したい宛先を入力します。（今回は産学連携本部を指定します） 

次に本文を入力して「書き込む」ボタンをクリックします。 

書き込みをすると上図のように表示されます。 

返信する場合は、「返信する」ボタンをクリックすると、＠マークと宛先が自動で入力されます。 

削除する場合は、「削除する」ボタンをクリックすると、コメントを削除することができます。 

宛先を指定して書き込みを行うと指定されたユーザーに対してシステム内通知とメール通知が送信されます。 

宛先になったユーザーはポータル画面とメール文章で書き込みがあったことを知ることができます。 
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産学連携本部ユーザーでログインするとポータル画面の左下に通知が表示されます。 

通知をクリックするとレコードの詳細画面が表示されます。 

上記画面から返信をしたり、情報を確認することができます。 



第5章 その他 
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5.1 グラフ機能について 

グラフ機能を使用すると、数値の合計やレコード数などを集計するための条件を設定できます。 

設定した条件は、アプリのトップページ（レコード一覧）に表示され、アプリの利用者が使用できます。 

アプリの利用者がグラフを選択すると、アプリに登録したデータに集計条件が適用され、集計結果がグラフ

や表の形式で表示されます。 

表示例 

マニュアル内では、発明等届出管理システムでステータスごとの登録件数を円グラフにする例について 

解説します。 

まず、発明等届出管理システムの一覧画面を開き、赤枠のグラフマークをクリックします。 
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クリックするとグラフの作成メニューが開きます。 

グラフメニューの中から「円グラフ」をクリックします。 

円グラフを選択するとグラフの詳細設定画面が開きます。 

ここでは「ステータス」ごとの件数をグラフします。 

分類する項目を「ステータス」として、集計方法を「レコード数」にします。 

設定したら「適用する」をクリックします。 
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これでグラフの作成は完了です。 

グラフは色別にステータスを示していますが、各色をクリックすると、集計対象になっているレコードの一

覧画面が表示されます。 
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5.1.1 グラフのブックマーク保存について 

条件を指定したグラフはユーザー個人の「ブックマーク」に保存し、次からは条件を指定せずに簡単にグラ

フを表示することができます。（他のユーザーからは同じブックマークを閲覧することはできません。） 

先述の手順を参考に任意のグラフを設定します。 

画面上部の「ブックマーク」ボタンをクリックし、「プラス」ボタンをクリックします。 
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グラフの名前を入力し、「保存」ボタンをクリックします。 

これで「ブックマーク」に設定したグラフが保存されます。 

画面を切り替えた後でも、すぐに「ブックマーク」から保存したグラフを閲覧することができるようになり

ます。 
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5.2 CSV書き出し機能について 

発明等届出管理システムに登録されている全レコードをCSVに書きだす方法を解説します。 

まず、発明等届出管理システムの一覧画面を開き、一覧ドロップボックスから全一覧を選択します。 

全ての一覧を開いたら、右上の歯車マークをクリックするとメニューが開きます。 

メニューの中から「書き出す」ボタンをクリックします。 
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「書き出す」ボタンをクリックすると書き出しメニューが開きます。 

CSV に書き出したい項目を、赤枠のエリアから青枠のエリアにドラッグアンドドロップで選択することが

できます。 

書き出す項目が決まったら左上の「書き出す」ボタンをクリックします。 

書き出しが完了したら、ファイル名をクリックすると CSV形式でダウンロードすることができます。 
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