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挨  拶 

              副学長 

知的財産センター長  

 

 皆様も既にご高承のように鳥取大学は、本年４月からあたらしく国

立大学法人に衣替えして再スタートを切りました。 

大学にも社会変革の波は容赦なく押し寄せて参ります。 

大学自身もこれからは大学間での競争の時代を生き抜いて行か

なければなりません。 

大学における研究成果を文化の発展、経済の発展に結びつけ社

会への還元を促進すると共に競争的資金の獲得などの自助努力が以前にもまして求められる

ようになりました。 

当大学は最近日本学術振興会の 21 世紀 COE プログラムに 2 件の研究テーマが採択され

るなど優れた研究実績を上げております。この他にも 700 人の研究者によって生み出され

る成果は枚挙にいとまがありません。しかしいかに優秀な研究成果であっても、法的保護

を受け得るにも拘わらずその手続きを踏んでいないようなものは裸の成果であり真の成果

とは言えないように思われます。成果が優れたものであればあるほど模倣を防ぎ、当大学

独自の技術として保全するために法的な保護の網をかぶせる必要が出てまいります。特許

等のいわゆる知的財産として法的な存在とすることにより民間企業などに技術を移転して

研究成果を実用化し企業化することも可能になるのです。 

このような要請をふまえて 6月 22日に大学内に知的財産センターを設置することが正式決

定され、私が初代センター長を拝命致しました。 

知的財産センターの業務は研究成果の把握及び特許等の権利の取得から、権利の有効

活用、企業化（いわゆる大学発ベンチャー）のための協力に至るまで実に幅広いものがありま

す。また一口に知的財産と申しましても特許・実用新案･意匠･商標などの産業財産権からノウ

ハウ、著作権、育成者権まで多種多様なものが存在します。 

知的財産センターはまだ発足したばかりであり、陣容も十分ではなく、活動分野も限られてい

ます。しかし 6 月からは発明協会から特許管理アドバイザーの方にも来ていただき、今後順次

学内の活動体制を整備すると共に、活動内容も充実して参る所存でございます。 

関係者各位の方々に本センター設置の意義をご理解賜り、今後の活動に対して積極的な

ご参加とご協力をお願い申し上げます。 
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 業務内容 

 

● 発明相談 

● 特許管理 

● 技術情報の検索 

● 契約相談 

● ライセンスの推進 

● 大学発ベンチャーの支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎発明は原則として大学帰属になっています。 

特許出願は 1日をあらそいます。いますぐ届出をお願いします。 

◎特許の出願は個人では十分な対応ができません。 

手間もかかりますし、費用もかかります。出願は大学に任せまし

ょう。 

    

知的財産センターの組織 

特許をライセンス 

いますぐ発明の届出を！ 



 

  

 このたび医学部保健学科の浦上克哉教授の特許を日本光電ウエルネス(株） 

（東京）にライセンスした。同社はこれを近日中に商品化して売り出す予定。 

 

平成 16年 8月 26日読売新聞記事 

（特徴） 

①タッチパネル式パソコン仕様の装置。 

②５分で「物忘れ度」が分かる。 

③アルツハイマー型痴ほう症の早期発見にも役立つ。 

（特許） 

名称：「物忘れ自己診断システム及びその装置」特許第 3515988号 

 (平成 13年 9月出願)      

内容：測定用ソフトウエアとその装置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鳥取大学の技術に期待する！ 

上山 良一 

（(財)鳥取県産業振興機構、特許流通アドバイザー TEL:0857-52-6722） 

私の前任者の五十嵐さんが相手先を見つけて来られてから契約の成立まで 2 年半もか

かりました。一つの話をまとめるためには大変な手間と時間がかかるものだとつくづく

感じました。今後も適当な相手を探して鳥取大学の技術をどんどん紹介していきたいと

思っています。良いテーマがありましたら何時でも私にご相談下さい。 

（大学の「知的財産センター」にご連絡頂ければ結構です。） 

 



《知的財産セミナー開催のお知らせ》 
 

日時：平成 16年 10月 20日（水）15：00～ 

場所：工学部大講室 

講演内容： 

１．開会の辞 

２．基調講演：特許庁担当官 

３．講演：鳥取大学知的財産管理アドバイザー 

４．特別講演：（株）ベンチャーラボ 

５．閉会の辞 

教職員、研究生、学生 どなたでも参加可能 

（他大学、公設試験機関、その他外部の方も参加できます。） 

誘い合わせてご参加ください。 

 

 

 

 

《お答えします。知財相談受付中》 

 

時間：いつでも可 

場所：知財センター（地域共同研究センター2F） 

TEL：0857-31-6094 

FAX：0857-31-6708 

アドレス：k-matsui@cjrd.tottori-u.ac.jp 

アドバイザー：松 井 孝 一 

プロフィール： 

①民間会社で約 20年の知財経験 

②得意分野は知財管理、法務、契約、ライセンス 

③趣味 名所旧跡巡り、軽登山 

お申し込みは下記へお願いします。 

TEL:0857-31-5607 ,5608 （内線 2702,2705） 

FAX:0857-31-5571 （内線 2153） 

mailto:k-matsui@cjrd.tottori-u.ac.jp


 

 

 

 

 

特許の「大学帰属」特集 

 

特許が大学帰属になると今までとどう変わるのか、戸惑っておられる方も多いと思います。今回はそのような

疑問にお答えするため大学帰属に関する主要事項をＱＡ集の形でまとめてみました。 

 

Q 今回大学での発明が原則個人帰属から原則大学帰属になったと聞きましたがこれはどのよう

なことでしょうか。                                     

A 従来は教員の発明は教員が個人で特許出願されていましたが今後は原則として大学で特許出願することに

なりました。 

 

Q なぜ、そのようになったのでしょうか。 

A大学も独立法人化され独自の社会貢献が強く求められるようになりました。研究成果の民間企業への移転促

進による社会貢献は教育、研究とならぶ大学の使命の 3本柱とされています。特許は企業への技術移転の手

段であり、この特許を大学帰属とすることにより大切な研究成果をスムーズに事業化に結びつけようという

のが趣旨です。 

 

Q 大学帰属になることによって教員個人にとってどういうメリットがあるのでしょうか？                                                           

A教員の発明や特許を大学が責任をもって、大学の費用で管理します。また成果を事業化してくれる企業を調

査したり、研究者が自分で事業を起こそうとされる場合にはそのお手伝いもします。特許が個人の権利にな

っているとこのようなことは難しいのですが、大学の特許であればこそ、そういうことも可能になる訳です。 

 

Q 特許によって利益が出てもそれは大学のものになってしまうのではないですか？                                                                 

A心配はご無用です。大学も一部その利益は受けますが、教員や研究室にも十分な配分をすることを考えてい

ます。 

 

Q 今までは共同研究などによって企業から研究資金の提供を受けていました。このような場合

特許を出す権利を企業に譲るように企業から要求される場合が多かったのですが、大学帰属

になるとそういうことができなくなりますね。そうすると研究資金の提供が減少して研究に

支障を来すことになりませんか。  

A今までは特許出願が共同研究の付属物であるかのように軽く扱われていたと思います。しかし特許出願は研

究成果の中心であると考えています。これを大学との共同出願とすることにより大学が相手方に対して研究

成果の価値を正当に評価するように要求することができますし、又大学の内部でも特許出願は研究業績とし

て評価されることになっていますので大学帰属は教員にとってはむしろ朗報というべきだと思っています。

今までのように出願権を相手先企業に無償同然に譲り渡してしまうことは大学が企業から収受する共同研

究費用が低廉であることを考慮すれば大学にとって非常に不公平な結果になってしまうと考えています。特
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許が大学との共有になっても低廉な補償料で共有特許を一定期間独占的に相手方企業に使用して頂ける制

度にしたいと考えていますので相手方にとって特に不利益は無いものと思っています。このような事実を良

く説明すれば必ずや企業の理解を得ることができ、資金の提供が大学帰属によって減少する懸念は少ないも

のと推測しています。法人化後は他の大学でも類似の制度になっており、現に今まで大学と共同研究をされ

ていた企業の方にお聞きしましても鳥取大学との共同研究は今後も続けていきたいと言っておられる企業

が多いようです。 

 

Q しかし企業との交渉は難航するのではありませんか？ 

Aそのような場合には知的財産センターが交渉のお手伝いをさせて頂きます。教員と企業とは長い付き合いも

あり良好な関係を維持する必要があります。交渉当事者が変わることによって交渉がうまく行くこともあり

ます。もともと特許がらみの交渉などはそれなりの知識と経験を積んだ人がやった方が良い場合が多いと思

われます。 

 

Q 大学帰属であるとすると発明をしたときはどうすれば良いのでしょうか。 

A発明をされたときは直ちに大学に届け出て頂きたいのです。研究論文を発表された後では遅すぎます。特許

は論文を未発表の間に出す必要がありますので発明をされた時点ですぐに提出して頂きたいと思います。届

出用紙は各学部の事務室に用意してあります。 

 

Q 大学帰属になると教員の出願手続きの手間が増えませんか。 

A 出願の際の技術的な記載内容や特許庁から意見を求められたときの答弁内容などは発明者である教員の方

にお聞きしますがそれ以外の手続きは可能な限り知的財産センターで行います。今までは労力的な面から企

業に手続きを依頼されておられた方もいらっしゃると思いますがその場合と変わらないように致します。 

 

（ご質問、ご意見をお寄せ下さい。） 

 

《知的財産セミナー開催のお知らせ》 

日 時  平成 16年 10月 20日（水）15:00～17:50 

場 所  工学部大講義室 

講 演   

Ⅰ 基調講演：『知財立国を目指す日本の政策』～大学への期待と国の施策～ 

(独)工業所有権情報･研修館 人材開発統括監 高倉 成男 氏 

 

Ⅱ 講演：『知と実践の融合を目指して』 

鳥大客員教授 知財管理アドバイザー 松井 孝一 氏 

 

Ⅲ 特別講演：『新産業創造戦略を見据えた新知的財産管理のあり方』  

(株)ベンチャーラボ代表取締役 山中 唯義 氏 

 

 
教職員、研究生、学生 どなたでも参加可能 

（他大学、公設施設、その他外部の方も可） 



 

 

 

 

 

知的財産基本方針案の概要 

知的財産センターでは今後の知的財産の運営の基本となる方針案を検討しています。 

概要は以下の通りですが、皆様のご意見をお聞かせ下さい。 

 

１．発明等の届出 

①．大学内での研究成果である発明等は大学に届け出ていただきます。 

②．発明委員会ではそれが発明であるかどうか、職務発明であるかどうか、大学が出願権の

譲渡を受けるかどうかを決定します。 

 

２．権利の帰属 

種　　類 帰　　　属 根　　　拠 補償

特許・実用新案･意匠
大学（出願権を大学が譲り

請け受け）
発明規則（特許法） 有

ノウハウ 大学 民法等 無

プログラム･･大学

論文など･･個人

回路配置権 大学
半導体集積回路の回路配

置に関する法律
無

育成者権 大学（特許に準じる。） 大学規則（種苗法） 有
有体物 大学 民法等 無

著作権 著作権法 無

 

 

３．補償  

①基本方針では補償を行う旨のみを定め具体的な補償内容については発明規則などの規則に

委ねたいと考えています。補償内容については今までの経緯、他大学の例などを参考に相当

な補償をしたいと思っています。 

③ノウハウ、有体物等法律の規定により直接大学に権利が帰属する場合、譲り受け行為があ

りませんので、法律の規定が直接の根拠になっている場合、権利は大学に直接に(譲り受け

不要)帰属しますので補償（譲り受けの対価）制度の適用はありません。しかし何らかの形

で利益の還元を考えたいと思っています。 

 

４．権利の有効活用 

大学は事業化して頂けるライセンシーの探査等知的財産の有効活用に努めます。また教官自

身で大学発ベンチャー等を計画される場合には積極的に支援することを考えています。 
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職務発明ＱＡ集 

 

Ｑ．最近「職務発明」という言葉を良く聞くのですがそれどういうものでしょうか？ 

Ａ．一口で言えば「大学での研究業務」の結果として為された発明ということができるでしょう。特許法

（35①）では従業者等が行った発明で性質上使用者等（大学）の業務範囲に属し、且つ現在又は過

去の職務に属する発明を職務発明と規定しています。 

 

 

Ｑ．勤務時間外の発明などはどうでしょうか？  

Ａ．大学での就業時間内に大学の設備などを利用してなされる場合が多いでしょうがそれは一つの目

安に留まります。大学の業務に属し、現在又は過去の業務になっている研究に関するものであれば

日曜日に自宅で考え付いた発明でも職務発明と言えるでしょう。学生さんについては従業者といえ

るかどうかが問題となります。 

 

 

Ｑ．職務発明だとどうなるのでしょうか？ 

Ａ．特許法は職務発明については勤務規則などにより使用者等に特許を受ける権利を承継させること

ができるものとしており、当大学も発明規定でそのように規定しています従って大学が譲り受けを希

望するときは大学に権利を譲渡して頂くことになります。 

 

 

Ｑ．職務発明になると特許料などの収入も全部大学のものになってしまうのですか？ 

Ａ．そうではありません。大学は権利の譲渡を受けた対価を支払うことになっており、特許料の一定割合

を補償として発明者の方にお支払いすることになっています。 

 

 

Ｑ．職務発明でない場合はどうなるのですか？ 

Ａ．それは個人の権利ですから個人で出願されるかどうかお決めになれば良いということになります。大

学が譲り受けを希望するときは発明者の方と個別に譲渡契約を締結することになります。 

 

 

Ｑ．職務発明かどうかは誰が判断するのでしょうか？ 

Ａ．発明委員会で判断することになります。ですから大学内で新しい発明や発見などをされたときは先

ず大学に届け出て頂く必要があります。 

他の企業から来ておられる研究生の方や学生の発明についても届け出だけは是非お願いしたいと

思っています。 

 



 

セミナーのご案内 

 

《知的財産セミナー》 

 

日 時  平成 16年 10月 20日（水）15:00～17:50 

会 場  鳥取地区 工学部大講義室 

米子地区 TV中継（第 2中央診療棟 3Fテレビ会議室） 

講 演   

Ⅰ 基調講演：『知財立国を目指す日本の政策』～大学への期待と国の施策～ 

(独)工業所有権情報･研修館 人材開発統括監 高倉 成男 氏 

 

Ⅱ 講演：『知と実践の融合を目指して』 

鳥大客員教授 知財管理アドバイザー 松井 孝一 氏 

 

Ⅲ 特別講演：『新産業創造戦略を見据えた新知的財産管理のあり方』  

(株)ベンチャーラボ代表取締役 山中 唯義 氏 

 

 

《特許情報活用セミナー ～特許電子図書館の活用～》 

 

主催  鳥取大学知的財産センター、地域共同センター、総合メデイア基盤センター 

日時及び場所   

鳥取会場 10月 25日(月)13:50～15:30 

於 鳥取大学総合メデイア基盤センター 学生講習室 

米子会場 10月 26日(火)13:50～15:30 

於 鳥取大学総合メデイア基盤センター米子サブセンター コンピュータ演習室 

内容 

・特許情報とは 

・国内特許情報の調査（検索実習） 

・海外特許情報の調査（ 〃 ） 

・パテントマップの紹介 

対象者  教職員、大学院生、学生 

講師   鳥取県知的所有権センター特許情報活用支援アドバイザー 奥村 隆一 氏 

 

知的財産セミナー、特許情報活用セミナーに参加希望の方は

http://www.vbl.tottori-u.ac.jp/enc のフォームからお申し込み下さい。 

（参加されない方も、上記 URLのアンケートだけでもお答えいただければ幸いです。） 

http://www.vbl.tottori-u.ac.jp/enc


 
 
 

 

 

新任挨拶＜知的財産センターにおける職務への抱負＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０月１６日付で本学の知的財産センターの総括ディレクター（教授）を拝命しました佐々木茂雄です。

民間企業で知的財産関連業務に従事した経験・知識を本学の知的財産センターにおける職務遂行に

生かすための抱負を述べ、新任挨拶にかえさせていただきます。 

 

国立大学や公立大学は本年４月をもって法人化に移行したことにより、大学の自立性、自主性が高ま

り、民間企業の経営手法の導入が一層向上するものと期待されております。 

つまり、大学における「知的財産権の取得」や「活用による収益獲得」は、大学の使命・役割である「教育」

と「研究活動」における成果の客観的検証・評価指標である「人材の育成＝博士の創出」、「企業実績・コ

ンサルティング件数」「国内外学会賞の受賞」、「著作・学会誌掲載論文数」等と同等の「大学経営におけ

るコアコンピタンス(競争力の源泉)」であり、『創造(発明)⇒権利設定(特許化)⇒権利活用(収益)の知的創造

サイクル』を巡回させる原動力となるとの認識に立ち、基本的に以下の考え方で本学における知的財産活

動を推進したいと考えております。 

①知的財産権を経営戦略・事業戦略上のあらゆる場で活用できるように本学経営トップ層、事務・スタッ

フ部門、研究開発部門等に働きかけ、策定する知的財産ポリシーに基づく知的財産への意識付けを

定着させるとともに、発明規定に係わる諸施策を逐次策定・実行することにより本学の知的財産活動体

制の整備を図る。また、特許化意識高揚のための各種啓発活動や学生教育を推進する。 

②「知的財産権の早い保護」を目指したスムーズな知的財産管理業務の運営を図るため、特許出願・権

利化・権利保持に係わる一連の業務体制の構築・運用管理の見直し、知的財産情報インフラの整備

を実施する。 

③研究開発成果の特許化を意識する割合は企業の研究者が約８割であるのに対し大学の研究者は３割

であると言われている背景を踏まえ、本学の研究者が特許等の出願が研究論文と同等に評価される制

度化、あるいはロイヤリティ還元による研究者個人に対する(実績)補償充実等の特許等取得促進のた

めのインセンティブを高める等、学内における権利活用促進策を講じる。また、学外にあっては産学官

連携に基づくビジネス支援・技術移転支援による権利活用の促進を図る。 

鳥大知財ニュース 
発行：知的財産センター 

（4号） 

2004年 11月 30日 

鳥取大学知的財産センター

統 括 デ ィ レ ク タ ー

 

佐 々 木  茂 雄



 

  以上のように、中長期的視点に立ち、知的財産における体制・制度・意識の改革・醸成を進める一方、

本学において研究成果として創出された知的財産権が地域産業界を通じて広く地域社会に還元促進し

ていくシステムを逐次構築していく所存です。そのためには、 

技術情報あるいは知財情報を取り込む横断的な協力体制や学内外の人的なネットワークが活用できる環

境を不断の努力で構築して行きたいと考えておりますので、この紙面を借り関係各位のご支援・ご協力切

にお願い申し上げる次第です。 

 

 

著作権 QA集 
 

著作権は論文、小説や音楽などを保護する権利で文化的な権利です。建築物や彫刻などもデザ

インが意匠権で保護される他著作物として保護される場合があります。 

著作権が産業上も大事なものとして知的財産権の１種として扱われているのはプログラム（ソフトウエア）が

著作権で保護されることになっているためです。プログラムについては次回にご説明したいと思っていま

す。 

特許がアイデアを保護するものであるのに対し、著作権は表現を保護するものです。従って真似をせず

たまたま同じもの（音楽や俳句など）ができたのであれば後の作品も前の作品の著作権を侵害しているこ

とにはなりません。 

 

Q. 著作権も登録出願が必要なのでしょうか。 

A. そうではありません。著作権は無方式主義といって登録などは不要で例えば小説を書けば当然に

著作者に権利が発生します。 

 

Q. 大学内で大学の規則を作成した場合誰が著作者になるのですか。 

A. 著作権法第 15 条第１ 項は「法人の発意に基づき業務に従事する者が業務上作成する著作物で、

法人名で公表するもの」の著作者は原則として法人とすると規定しています。従ってこの場合は大

学（法人）が著作者となります。しかし法律や判決文などは広く国民に周知させる必要があり、複

製の禁止などを要求することはその趣旨に逆行することになりますので国の著作権は成立しないこ

とになっていますので注意が必要です。独立行政法人が発する告示、通達なども同様です。 

論文などのように個人の名前で発表するものは個人が著作者となります。特許の場合以上に属人

性の強い権利と言って良いでしょう。 

法人が著作者となる場合は始めから法人に著作権が帰属しますので特許の場合のように一旦個人

に帰属しそれを規則や契約によって大学に譲渡することになるのではありません。従って個人に対

する対価としての補償などはありません。 

個人が著作者の場合は、著作権は個人のものであり、大学に譲渡しなければならないと言うよう

な規則はありません。 



 

 

Q. 本の裏表紙などに○の中に C の字が入っているマークをみかけますがどういう意

味があるのですか。 

A. これは著作権に関する国際条約との関係があり話が複雑になりますので詳しいことは省略します

が結論的にはそのようなマークに特に意味は無くマークの有無に関係なく著作権は保護されます。 

 

Q. 著作権の内容について教えて下さい。 

A. 特許権は発明者に先ず帰属することになっていますが、著作権法ではこれと異なり先ず誰が著作

者であるかを決定し著作権は著作者に当然に帰属することになっています。これは著作者には著作

者人格権と著作財産権とがあり人格権には譲渡不可能などの特色があるためです。通常単に著作

権と言えば財産権をさしています。 

 

Q. なかなか難しいですね。 

A. しかし権利の性質を考えればそうならざるを得ないでしょう。誰かが勝手に著作物の内容を変更し

たりしては著作者としては困ります。これが人格権です。例えば「静けさや、岩にしみいる、サル

の声」などと変えたら松尾芭蕉が生きていたとすれば怒るでしょう。このようなことを禁止するのが

著作者人格権です。（人格権の一種の同一性保持権） 

著作財産権としては複製権、頒布権、譲渡権などの権利があります。又著作権そのものではない

のですが著作権に近い権利として著作隣接権などもあり全体としては複雑で分かりにくい内容にな

っています。（作詞や作曲をした人の権利は著作権ですがそれを実演した人の権利は著作隣接権

です。） 

 

Q. 図書館では自由に本が読めますがこれは著作権とは関係がないのですか。 

A. 本来は著作権の侵害となるような行為でも著作権法は公共の利益のためや著作権保護の趣旨を

逸脱しないような形での使用は制限付でこれを認めています。私的使用のための複製、図書館で

の複製、一部引用、試験問題としての複製などがあります。 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウェア（プログラム）に関する Q&A 

 

 
Q．最近ソフト開発などの技術研究が非常に多いのですがこれはどのように保護されるのでしょうか。 

A．新しいアイデアがソフトの中に組み込まれている場合はその発明が特許で保護されることは言うまで

もありません。しかしそうでない単なるソフトを開発したというだけではソフト自体が新規性、進歩性

のある発明という訳ではありませんから特許にはなりません。しかしソフトは産業上非常に重要な役

割を果たしていますのでこれをどう保護するかが問題となっており十数年前から各種の保護制度が

整備されてきています。 

 

Q．ソフトは著作権として保護されると聞きましたが？ 

A．著作権は文化的な権利を保護するものであり産業の発達を目的とするものではありません。ソフトを

見て文芸作品を読んだ場合のように感動する人はいないでしょうからソフトが著作物と言えるかどう

かが先ず問題となります。 

又著作権法では法人が著作者となる場合は法人の名義で公表されることが要件になっています（著

作権法 15①）ソフトについては通常このようなことはしないので著作権法で保護することには無理が

ありました。しかし米国ではソフトを著作権で保護していましたので我が国でもそれに倣って著作権

法で保護することとし、プログラム（著作権法ではプログラムと呼んでいます。）についてはこの要件

を不要とする規定を追加し（15②）原則としてソフトも法人の著作物として保護することを明確にしま

した。（10②）半導体回路の設計図面についても同じようなことが言えますがこちらは別の法律が作

られて保護されることになっています。（半導体集積回路の保護に関する法律）データベースは多く

のデータを集めてそれを選択できるようにしたものですが、創作性があるものはそれを構成する

個々の著作物とは別に著作権として保護されることになっています。（12条の 2） 

 

Q．新しいアイデアをソフト化すればそのソフト自体にアイデア性が認められませんか？ 

A．確かにそういう疑問を持たれるのは当然です。プロパテントの潮流の中でネットビジネスに関するア

イデアの保護が強調され、近年そのアイデアに新規性がある場合には特許として保護されるように

順次審査基準が改正されてきました。例えば新しい電子商取引の方法を考えた場合はそのソフト自

体を特許とすることができるようになりました。これを俗にビジネス特許と呼んでいます。 

 

Q．ソフトの CD を買った時には使用許諾契約書がついています。パソコンを最初に使ったときには使用

許諾契約というものが画面に出てきてそれに同意を求められます。これにはどういう意味があるので

しょうか？ 

A．ソフトはソフトの収納された CD 自体を物として販売するということもありますが、通常その内容である

著作物を使用許諾（ライセンス）するという形式で販売されています。つまり CD やパソコンの売買だ

けで契約終了したのではなくその内容である著作権の使用について契約を求められている訳です。 

ライセンスは賃貸借のようなもので契約関係が販売後も存続して買い手を拘束する（コピーの禁止な

ど）ことができ売り手にとって都合が良いからです。しかし著作権法には特許法と異なり使用許諾と

いう制度はありません。このような販売方法は米国から導入され慣行として行われているというにと

どまります。（63条には利用許諾という規定がありますがこれとは異なります。） 

 

 

鳥大知財ニュース 
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A Happy New Year !! 



Q．ソフトを登録することができると聞いたのですが？ 

A．著作権法には著作権の登録の規定があり（75 条以下）プログラムについては登録に関する特別法も

制定されています。この登録は SOFTIC（ソフトウエアー情報センター）という団体が扱っています。

（皆さんも音楽 CD のラベルなどでご存知の「JASRAC」（日本音楽著作権協会）は音楽関係の著作

権を集中管理している団体です。）登録の種類としては創作年月日の登録（76条の 2）、著作権の登

録（77条）など４種類あります。しかしこの登録はしてもあまり効果がありません。 

 

Q．それは何故でしょうか？ 

A．著作権の登録の場合についてみてみましょう。著作権の発生には登録は不要なのですが、著作権を

移転（譲渡など）した場合等には登録をしないと第三者に対抗することができないことになっていま

す。つまり権利者が A という人に譲渡しその後 B という人に二重に譲渡したとします。この場合 Aに

譲渡したということが登録されていないと、B が先に登録を受けた場合 B が権利者になってしまい、

Aは権利者でなくなることになっています。これが登録することの効果です。 

 

Q．そうであれば登録は必要なのではないですか？ 

A．登録をした Aが Bに対して自己が権利者であると主張できるのは Bが Aの権利を調べようと思えば

調べることができたということが前提になります。この前提条件に問題があるのです。 

ソフトの登録は不動産の登記と良く似ています。そして不動産の場合は登記簿が完備しており大抵登

記がなされています。（勿論未登記の建物などもありますが。）又土地の登記にせよ、建物の登記に

せよ表示登記や表題部があって何丁目、何番地の、どのような土地（建物）かがすぐに分かるように

なっています。（これを公示といっています。）しかしソフトの場合は全てのソフトが登録されている訳

ではありません。それどころか著作権は登録不要で自動的に発生します。またどのような内容のソフ

トであるのか特定するための記載も十分ではありません。つまり公示が非常に不完全な訳です。従

って買おうとする人が購入を希望するソフトの現在の権利者を調べようと思っても調べることが非常

に困難な訳です。又同じソフトが二重に譲渡されているのかどうかも良く分かりません。その結果対

抗要件としての登録の効果も極めて限られた場合にしか発生しないことになるのです。 

 

Q．その他の登録についてはどうなのですか。 

A．他の登録も理由は異なりますがあまり効果がありません。 

後で模倣したと言われたような場合に備えて創作年月日の登録などが行われるのですがこれも申請

書に記載されている年月日に創作されたと一応推定されるに留まります。このためもっと確実な証

拠を得るためソフト開発関係の資料に公証人の確定日付を得ておく等の方法が行われています。 

 

Q．それらを承知で登録したい場合はどうすれば良いのですか。 

A．大学のソフトの場合大学で登録するかどうか判断させて頂きたいと考えています。個人のプログラム

の場合、登録手続きは誰でもできますのでご自身でおやりになれば良いと思います。特許の場合は

弁理士でなければ代理人になることができませんがそういう制限もありませんから他の人に依頼す

る場合には誰にでも依頼することができます。弁理士さんも代理人になることができますので特許

事務所に依頼しても良いでしょう。なお回路配置利用権の登録も SOFTIC に申請することになってい

ます。 



 

整理 

番号 届出 

年月日 

発明者 

発明の内容 状況 備 考 
学部又は所

属 
氏名 

1 Ｈ１６．２ 農学部 南 三郎 ほか 皮膚再生促進剤 出願済 H16 年度出願 

2 Ｈ１６．３ 
大学院工学

研究科 
小幡文雄 ほか 工作機械 出願済   〃 

3 Ｈ１６．８ 工学部 西村正治 ほか 騒音低減装置 出願済   

4 Ｈ１６．７ 農学部 佐藤 宏 
消化管副作用の予防・治療

方法 
出願済   

5 Ｈ１６．６ 医学部 井上貴央 ほか 走査電子顕微鏡の観察法 出願手続中   

6 Ｈ１６．９ 工学部 岸田 悟 液体及び気体浄化装置 出願準備中   

7 Ｈ１６．１０ 工学部 有井士郎 ほか 手術用機器 出願準備中   

8 Ｈ１６．１０ 医学部 伊藤則正 手術用機器 出願準備中   

9 Ｈ１６．１０ 工学部 簗瀬英司 ほか 形質転換微生物 出願準備中   

10 Ｈ１６．１０ 工学部 江坂享男 ほか 電  極 出願済 共同出願 

11 Ｈ１６．１１ 工学部 西村正治 ほか 騒音低減装置 出願準備中 共同出願 

12 Ｈ１６．１１ 
大学院工学

研究科 
小幡文雄 ほか 材料特性の測定法 出願準備中   

13 Ｈ１６．１１ 工学部 原  豊 ほか 風力発電機 出願準備中 共同出願 

14 Ｈ１６．１１ 工学部 石井 晃 量子ドット作製法 出願準備中   

15 Ｈ１６．１２ 工学部 大観光徳 ほか 青色蛍光体 出願準備中 共同出願 

16 Ｈ１６．１２ 農学部 原田悦守 ほか 牛乳中の有効成分 出願準備中   

17 Ｈ１６．１２ 農学部 原田悦守 ほか      〃 出願準備中   

18 Ｈ１６．１２ 医学部 伊藤則正 手術用機器 
発明委員会

審議中 
  

19 Ｈ１６．１２ 
大学院工学

研究科 
近藤康雄 含油排水の処理法 

発明委員会

審議中 
  

20 Ｈ１６．１２ 
大学院工学

研究科 
小幡文雄 ほか 案内装置 

発明委員会

審議中 
  

21 Ｈ１６．１２ 
大学院工学

研究科 
小幡文雄 ほか 案内装置 

発明委員会

審議中 
  

本学発明届け出状況 



 

 

 

 

 

 

特許とは？ 

知財ニュースではいままで、知的財産に関するＱＡ集を連載してきました。 

今回は少し視点を変えて、「特許とは？」何かについて、まとめてみました。 

 

 

Ｑ．日頃何気なく特許という用語を使っていますがどういう意味なのでしょうか？ 

 

Ａ．一般的には、国が特別な権利をくれることと考えて良いでしょう。特許法の特別な権利は独占販売権

です。明治 18 年に現在の特許法の前身である「専売特許条例」が公布されましたがこの名称が権利

の性格を良く表していると思います。 

 

 

Ｑ．「一般的には」ということは他でも特許という用語が使われているのですか？ 
 

Ａ．行政法の分野では国の機関（行政庁）が行う処分（行政処分）の種類の区分として広く使われていま

す。つまり行政処分を特許、許可、認可などと性質に分けて分類するのです。このような分類はドイツ

の行政法の考え方を輸入したものです。 

 

 

Ｑ．どのように違うのですか？ 

 

Ａ．「特許」は一般の人が持っていない特別の権利を国が与えることと解されています。 

道路を歩くのは道路の自由使用ですから誰でも自由にできます。しかし水道局やガス事業者が道路

に水道管やガス管を埋めることは特別に権利を貰わないとできません。そこでこのような道路の使用

は道路の特許使用と呼んでいます。 

又通常の会社は商法の規定によって国に届け出ること（法務局での設立登記）によって成立しますが

中には特別の法律によって法人格が与えられている（成立している）法人もあります。これを特許設立

と言っています。日本銀行、日本放送協会、日本赤十字社などがそうでこれらの法人を設立するため

の特別の法律があります。（日本銀行法など） 

 

 

 

鳥大知財ニュース 

発行：知的財産センター 
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2005 年２月１日 



 

 

 

Ｑ．それならば国立大学法人としての鳥取大学は特許設立なのですか？ 

 

Ａ．そうは言えないと思います。国立大学法人は「国立大学法人法」という一般法があってそれに基づい

て法人になっているからです。現に他にも国立大学法人はありますからね。 

 

 

Ｑ．「許可」とはどういうものでしょうか？ 

 

Ａ．「許可」は「一般に禁止されている事項を特別の場合に解除すること」と理解されています。具体的に

は運転免許をとることを考えて頂ければよいでしょう。車を運転することは危険なので一般的に禁止

されているのですが試験に合格して免許を取った人にはその禁止が解除されるのだという考え方で

す。 

 

 

Ｑ．それでは特許法の特許の場合はどれに当たるのでしょうか。「特許」ですから行政処分

の性格も「特許」ということになるのでしょうか？ 

 

Ａ．そうは言えません。特許法によれば特許の要件に該当するかどうかを特許庁が審査して、OK というこ

とになれば特許が与えられる仕組みになっています。特許庁が要件を満たしているかどうかを確認し

て、確認がなされたものに対して法律が直接に権利（独占的な製造・販売権等）を与えるという構造を

とっています。すなわち特別な権利を与えるのは特許庁（行政処分）ではなく法律そのものだというこ

とになっています。ですから特許庁の行為は「確認」という性格の処分であるといわれています。 

 

 

Ｑ．今日のお話をお伺いして特許というものが少しでも良く理解できたように思います？ 

 

Ａ．今回のお話は特許法でいう特許からはやや離れた点もありましたが特許というものを少しでも良く理

解して頂く為の参考としてお話しました。以上のことをお分かり頂ければ特許は許可と同じような言葉

で、名詞（特許）としても動詞（特許する）としても使用するものであり、登録特許などという誤った使い

方をすることもなくなると思います。（これに対して実用新案や意匠の場合、権利成立後は登録実用

新案であり、登録意匠です。） 

 

 

 

 

 



 

 

《特許相談にのります！》  

特許相談を毎月実施しております。今月は下記の日程で行いますので、 

特許出願したい方は奮ってお申込み下さい。 

   なお、相談時間が重なりお待ちいただくことを避けるため、予約連絡 

をお願いします。 

 

日 時    平成 17年 2月 15日（火）13:00～17:00 

 

会 場    地域共同研究センター１階サロン 

 

予約連絡先  地域共同研究センター事務室 

[電話：0857-31-6707(内線：4055)] 

 

相談員    鳥取大学客員教授 滝本智之弁理士 

 

 

 

《知的財産についてお答えします！》 

時間 いつでも可 

場所 鳥取大学知的財産センター  

ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー４階  

680-8550 鳥取市湖山町南４丁目１０１  

 

連絡先：  

○総括ディレクター：佐々木  茂  雄 

        TEL： 0857-31-6000 FAX： 0857-31-5571 

       E-mail： s.shigeo@vbl.tottori-u.ac.jp 

○ア ド バ イ ザ ー：松  井   孝  一  

        TEL： 0857-31-6094 FAX： 0857-31-5571 

       E-mail：k-matsui@vbl.tottori-u.ac.jp 

mailto:s.shigeo@vbl.tottori-u.ac.jp
mailto:k-matsui@vbl.tottori-u.ac.jp


 
 

 

 

研究成果の有効活用を支援します！ 

知的財産センターは研究成果である知的財産の有効活用（企業などへの技術

移転）をお手伝いします。 

①技術説明パネルの制作。（別添資料参照） 

申込締切り ３月４日（既にメールで案内済。お急ぎ下さい。） 

②ライセンス先企業等の調査、紹介 

（ご希望の方はご連絡下さい。内線4072） 
 
 
 

「発明の日」記念行事の開催（予定） 

４月１８日は明治１８年に「専売特許条例」が公布された日です。 

知的財産センターでは記念セミナーの開催を予定しています。 

日時、場所、セミナーの内容等は追って連絡致します。 

（時期的には４月１８日（月）の前後を予定しています。） 

 
 
 
「研究特別支援企画」「大学発ベンチャー特別支援企画」（計画中） 

６月の知的財産センター設立１周年を記念して知的財産面から研究や大学発

ベンチャーを特別に支援する企画を計画しています。 

（４月に詳細を発表致します。） 

 

 

 

◎本年度の特許相談、出願申込みは今すぐ◎ 
（連絡先：０８５７－３１－６０００ 内線２７６５） 

鳥大知財ニュース 
発行：知的財産センター

（７号） 

2005年3月1日 



 
（知財センター） 

 
 

知的財産センターでは、知的財産の有効活用を図るため展示会などで 
ご利用頂けるような技術説明パネルを制作したいと考えています。 

ご希望の方は、知的財産センターまでお申し込み願います。 
 

                    記 
 

 １ パネルの大きさ 
通常の展示用の大きさ A:横 60×縦 85㎝又は B:横 74×縦 103㎝ 
（各種技術フェアなどに使用可能） 

 ２ 技術内容 
企業等に移転可能な技術に限ります。（共同研究技術等は除きます。） 
特許の有無は問いませんが、特許のある技術を優先します。 

３ 記載の様式 
原則統一様式（添付資料）としますが、特にご希望があればその様式にします。 
（作成原稿の内容は当該様式にあわせて頂きます。） 

 ４ 費用負担 
全額知財センターで負担します。 
パネルの管理は知財センター行います。（必要に応じて貸出し致します。） 

 ５ 原稿の作成 
原稿等の作成は研究室の方でお願いします。（Word又は Excel） 

         （知財センターから連絡を差し上げてから５日程度で作成願います。） 

 ６ 申込み締切    ３月４日（金） 

 ７ 申込先   知的財産センター  お送りしたメールの返信メールでお願いします。 

         技術タイトル名、発信者名等を必ずご記入願います。 

 ８ 作成予定数  
２０枚程度（希望者多数の場合は知財センターで選定させて頂きます。） 



【解決したポイント】 

 
 

 

 

 

【従来の問題点】 

 

 

 

 

 

 
 シーズ名 

(副題) 

こんなことが出来ます！ 

発明者からのメッセージ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

連絡先 ライセンス情報 

特許番号 

権利最長法定期限 

発明の名称 

 

鳥取大学 ○○学部 

氏名 

電話番号 

FAX番号 

E-mail 

技術の概要 

図 ・ 写真 



 

 特許になる発明、ならない発明  

Ⅰ．発明とはなにか 

 
Ｑ．特許を出願依頼したいと思うのですがどういうものが「発明」になるのでしょう

か？  

Ａ．発明について特許法（第 2条第 1 項）は「①自然法則を利用した②技術的思想の③創作のうち

④高度のものをいう」と規定しています。  

 

 

Ｑ．順に説明して頂けませんか？  

Ａ．まず「自然法則」を利用していなければなりません。自然法則に反するものや自然法則自体は発明

とは言えません。自然法則に反する技術としては永久機関が、自然法則そのものとしては万有引力

の法則が教科書的に良く挙げられています。 

 

 

Ｑ．プログラムはどうでしょうか。人が書いたもので自然法則を利用しているとは言

えないように思いますが？  
Ａ．おっしゃる通りです。しかしいわゆるビジネスモデル特許は特許重視の立場からこの例外としてソフ

トウエアを利用したビジネス方法に一定の範囲で特許性を認めています。勿論プログラム中に新規

の技術アイデアが含まれている場合にはその技術は特許になりますが。 
 
 
Ｑ．次の「技術」という点はどうでしょうか。技術とは何かと改めて問われたらなか

なか答えるのがむつかしいですね？  
Ａ．発明に関連しては「技術」とは一定の目的を達成するための手段であって誰がやっても同じ結果が

得られる（法則性がある）ものを言うと定義されています。ちなみに個別化された法則性（そのケー

スについては当てはまるが常にそうとは言えないもの）を法律の世界では「因果関係」と呼んでいま

す。（交通事故に会って負傷した場合には交通事故と損害の発生との間に因果関係（原因と結果の

関係）あるといいます。）これは勿論ここでいう法則性には当てはまりません。 
 
 
Ｑ．「創作」とは人為的なアイデアというような意味でしょうか？  
Ａ．創作性の有無によって発明と発見が区別されます。発見には創作性がありません。ベンゼン環の発

見やエックス線の発見などがこれに当たります。これは自然法則そのものとも言えますし創作でな

いとも言えます。 
 
 



Ｑ．しかしそれは科学技術の進歩に貢献したのではありませんか？ 
Ａ．これらの発見は非常に価値の高い研究成果ですしその原理は工業的に応用されて産業の発達に寄

与していることも事実です。しかしそれだけでは発明に該当するとは言えません。 
 
 
Ｑ．しかし大学での研究成果にはそういう種類のものが多いのではありませんか？  
Ａ．全くそのとおりです。大学の研究成果に多いのはそのような天然に存在する物質中の有効成分や物

質の効能を発見したという成果です。例えばある果物中の人体に有効な生理活性物質を発見したと

します。これは先ほども申し上げたように「自然法則を利用した」「創作」とは言えないのでそのまま

では特許になりません。しかしだからといって諦めるのは早すぎます。そのような物質の抽出方法や

そのような物質を含んだ他の物質（機能食品）として特許出願が可能な場合がありますので是非知

財センターにご相談ください。先ほどのベンゼンやエックス線の話ではベンゼンの製造方法やレント

ゲン機械としては特許をとることが可能なのですから。 
 
 
Ｑ．「高度」という点はどうでしょうか？  
Ａ．この点で実用新案と区分されます。実用新案登録の対象である「考案」の場合にはこの要件はありま

せん。 
 

 
（特許庁企画、発明協会制作「産業財産権標準テキスト・特許編」より転載） 

 

自然法則を利用 

技術的思想 

創   作 

高   度 

×自然法則に反するものはだめ……永久機関 
×人為的取り決めであって自然法則 
を利用していないもの等はだめ……数学の公式、ｹﾞｰﾑのﾙｰﾙ万有引力

の法則､ｿﾌﾄｳｴｱ(ﾋﾞｼﾞﾈｽﾃﾞｵﾓﾃﾞﾙ特許
は可能) 

○技術＝一定の目的を達成するための手段 
○誰がやっても同じ結果が得られる…機器の操作方法は技術的思想

ではない 

○新しい事を造り出すこと 
×「発見」や「解明」はだめ……ｴｯｸｽ線の発見 

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ環の構造の解明 

○特許は高度。実用新案はそうではない 



１．発明であること 

２．産業として実施可能（医療特許の問題） 

３．新規性（研究団体で発表の場合等例外あり） 

（公知でない。公然実施でない。刊行物不記載） 

４．進歩性（一般人が容易に発明不可能） 

５．先願がないこと（先願主議） 

６．公序良俗に反しないこと 

 

特 

 

許 

 
Ⅱ．どのような発明が特許になるのか・・・特許要件 

 
Ｑ．「発明」に該当すればすぐに特許を受けられるのですか？  
Ａ．そうではありません。「発明」に当たるとしても特許として出願するためには次のような要件を満たす

必要があります。 

 

Ｑ．「産業上利用できる」とはどういう意味でしょうか？  
Ａ．特許法の目的は「産業の発達」を図ることであり産業的に利用できるもののみが特許の対象です。で

すから現実に実施不可能な技術などは特許の対象にはなりません。又この点で問題となるのは医

療に関する技術です。医療行為は業として行っても産業とは言えませんし、人の身体に関する技術

を特許で独占することは公益上も好ましくありません。このような理由で今でもごく限られた医療行

為しか特許の対象になっていません。勿論医療器具や医薬品については今迄から特許が認められ

てきました。しかし医療行為（治療方法など）自体については特許の対象とはなっていませんでした

が、近年ようやく再生医療に関して特許が認められるようになりました。この他の治療方法（投薬方

法など）も特許の対象とした方が医学の進歩に役立つという考え方も強くなってきており今国の方で

もどこまで特許を認めるべきか議論がなされています。この点についてはあらためて述べたいと思

っています。 
 
Ｑ．「新しい」という点はどうでしょうか？ 
Ａ．それを難しい用語で「新規性」と言い次の進歩性と並んで特に重要な要件です。新規性のないものと

しては公然知られた発明や刊行物に記載された発明などがあります。すなわち既に学会などで発

表されてしまった発明や論文として公表されてしまった発明などです。 

この点、大学の研究者は特に注意が必要です。 



 
Ｑ．しかし大学の場合事後的な救済措置があると聞きましたが？ 
Ａ．確かに特許法第 30 条では「新規性喪失の例外」というものを認めています。しかしその適用には条

件がありますし、効果にも限界がありますので過信は禁物です。その内容は刊行物に発表したり、研

究集会において文書で発表した場合でもその後6ヶ月以内であれば新規性が失われなかったという

特別の扱いをするというものです。 
 
 
Ｑ．それを過信すべきではないということはどういうことなのでしょうか？ 
Ａ．研究集会での発表の場合には開催者である学術団体が特許庁長官の指定を受けている必要があり

ます。この点は当大学はこの指定を受けていますのでこの条件を満たしています。 

しかし特許は先に出願した方に特許が与えられることになっています（先願主議）ので他の人が先

に特許を出願すればそちらが優先し、大学の発明者の出願は後願として拒絶されることになってし

まいます。又この制度は日本の特許法の制度ですので外国出願には適用がありません。（米国や欧

州各国には類似の制度があります。）しかもこの例外の適用を受けようと思えば「例外適用を受けた

い旨」の書面や「新規性を失った事実を証明する書面」を一定期間内に提出する必要があり手続きに

非常に手間がかかるのです。ですからこのような制度に頼ることなく論文発表の前に必ず特許を出

願していただきたいと思っています。 

 
 
Ｑ．「進歩性」というのはどういうものでしょうか？ 
Ａ．「発明の属する技術分野の通常の知識を有する者が容易に発明できる」ものであってはならないと

いうことです。もともと「高度」なものでなければ発明に該当しませんが更に高度であっても当該技

術分野の通常人が容易に発明できるようなものであってはならないとしているのです。特許出願が

特許庁によって拒絶されるのはこの理由に基づくものが一番多くなっています。  
 
 

Ⅲ．特許を出せる技術とは？ 
 
Ｑ．ところで技術には物自体に関するものや方法などいろんな技術が考えられると思

うのですがこの点について制約はないのですか？ 
Ａ．昔は物質特許というものは認められていませんでした。これは物質そのものについて特許を認めて

しまうとどのような方法で製造したものであってもその特許の範囲に含まれることになり製造方法に

関する技術の発展を阻害する恐れがあったためです。しかし技術の進歩と知的財産保護強化の要

請から現在では広く物質特許も認められています。特許法（第29条）は産業上利用することができる

発明と規定しているだけであり物についても製造方法などの方法についても出願が可能です。（これ

に対し実用新案の場合には物品の形状、構造又は組合せに限られています。（実用新案法第３条）） 
 
 

どうもありがとうございました 


