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［発明の日 記念特集号］ 

 

「研究特別支援企画」「大学発ベンチャー特別支援企画」公募 

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。(次頁以下) 

 

 

「発明の日」記念セミナーの開催 

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発明の日を記念して、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月下旬～５月上旬を予定しています。） 

 

 

 

今月号のＱＡ集では「発明の日」を記念して特許制度の歴史を概覧しています。 

どうぞご一読願います。 

 

 

鳥大知財ニュース 

発行：知的財産センター 

（８号） 

2005 年４月１日 



 

～研究成果の事業化を特別にサポート～ 
 

応募のあった事業化テーマの中から１テーマを選び 

会社の設立から営業開始まで、手続き面、知財面から 

全面的にサポートします。 

【選定対象件数】  １ 件  

【内 容】   

 ・成果の権利化（特許化等）を支援 

 ・事業形態選定支援（会社種類選択等） 

 ・会社の名称（商号）決定支援 

 ・法人化（設立登記等）支援 

 ・市場調査支援 

 ・ベンチャーキャピタルの紹介 

 ・支援期間  選定後営業開始まで（但し2年を限度とする） 

【応募締切】平成１７年６月３０日（金） 

【支援決定】７月中旬 

【申し込み先】知財センター（内4072）研究協力課（2710） 

【大学発ベンチャー特別支援】テーマ募集 

応募申し込み用紙 

大学発ベンチャー特別支援企画に応募します。 

研究テーマ：                          

申込者：学部・学科                       

    氏名                          

外線電話番号：                         

メールアドレス：                        



応募申し込み用紙 

研究支援特別企画に応募します。 

研究テーマ：                        

申込者：学部・学科                     

氏名                        

外線電話番号：                       

メールアドレス：                      

応募申込先 知的財産センター 内線 ４７０２ 

研究支援課    内線 ２７１２ 

【研究特別支援】テーマ募集 

～研究企画から研究終了まで密着サービス～ 
 

応募のあった研究テーマの中から２テーマを選び 

知的財産面から研究を全面的にサポートします。 

【選定対象件数】  ２ 件   

【支 援 内 容】   

・研究テーマ企画支援……企画に関して特許情報 

        その他の参考情報(特許ＭＡＰ作成など)を提供 

・研究遂行支援…SDI(戦略的な特定情報の監視)サービス他 

・権利化支援……幅広い特許出願などの支援､ノウハウ管理支援 

・成果検討支援…類似技術との比較他 

・成果管理支援…有効活用支援(成果 PR､ﾗｲｾﾝｼｰの探索など) 

・支援期間………決定後２年間 但しそれ以前に研究が終了すれば終了 

【応 募 締 切】平成１７年６月３０日（金） 

【支援ﾃｰﾏ決定】７月中旬 

【申し込み先】知財センター（内 4072）研究協力課（内 2710） 

～研究企画から研究終了まで密着サービス～ 
 

応募のあった研究テーマの中から２テーマを選び 

知的財産面から研究を全面的にサポートします。 



 

「発明の日」記念特集 特許制度の歴史 

 

Ｑ．４月 18日は「発明の日」というポスターを学内で見かけたのですが。 
 

Ａ．明治 18年の 4月 18日に現在の特許法の前身である「専売特許条例」が制定されました。そこでこれ

を記念して 4月 18日が「発明の日」とされ、各種のセミナーや催し物などが開催されています。 

 

 

Ｑ．日本では「専売特許条例」が日本における本格的な特許制度の始まりであるとしても、

世界ではどうでしょうか？ 
 

Ａ．発明を保護する制度は各国で独自に考案され古代からあったようです。ギリシャ時代には植民地の

シバリスでは既に新しい料理を発明した人に1年間の独占を認めていたと言われています。日本でも

平安時代の陰陽師であった安倍晴明は最近のテレビでは魔法使いのように扱われていますがこの人

は天文学に通じ日本で最初に暦を作った人と言われています。その功績で暦を独占的に販売する権

利を朝廷から貰っていたそうですからまさしく暦販売の特許を持っていた人とも言えるでしょう。 

 

 

Ｑ．法制度としてはどうでしょうか？ 
 

Ａ．1474年のヴェネチィア共和国で制定された「発明者条例」が世界で最初の特許法といわれています。

ガリレオもこの制度に基づいて「灌漑揚水機械」の特許を取得しています。 

 

 

Ｑ．どのような制度なのでしょうか？ 

 

Ａ．この条例では発明者に一定期間独占権を保証していました。この仕組みは現在の特許法でも大枠は

同じです。500 年以上も同じ制度が生きているということはこの制度が優れたものであり有益であった

証拠であると思います。中世のイタリア半島では商工業が発達し特許制度以外にもそれを支える法制

度の整備が進んだようです。例えば株式会社制度は 1600年ごろにオランダやイギリスが作った東イン

ド会社が始まりとされていますが 1500 年頃ヴァチカン市に設立されたサンジョルジオ銀行をもって鏑

矢とする説もあります。 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ｑ．他の国ではどうでしょうか？ 
 

Ａ．イギリスではギルドと呼ばれる同業者の組合（ギルド）が商業を独占しどのような技術者でもギルドで

一定期間訓練を受けなければ営業を営むことができませんでした。 

そこでエドワードⅢ世は当時大陸諸国に遅れをとっていた国内産業の振興を図るため外国の技術者

の入国を奨励し 1331 年に外国人の技術者に対してこの過程を経なくても営業を営む特許を与えま

した。このような特許は国王の公開文書（letters patent）という形式で出されたので以後特許のこと

を letters patent と呼ぶようになりました。（patent にはもともと独占という意味はなく公開という意

味でした。） 

これが特許制度の前身とされています。しかしこのときはまだ独占権を与えたというわけではありま

せんでした。独占を伴う特許は1561年に当時のエリザベス女王がイタリア人に白色石鹸の専売特許

を付与したのが始まりといわれています。 

この時代なると外国からの技術導入の奨励という意味はなくなり国王が貴族に対して恩賞として各種

の専売特許を付与し、貴族はこれを売買して収入源としていたと言われています。そこでこの様な制

度に対し批判が起ってきました。1602 年には小間物の専売特許を得た者がギルドに加盟して小間

物商を営んでいた者に対して特許に基づき営業の差し止めの裁判を提起したところ被告はこのよう

な専売特許は無効であると主張し裁判所は被告の主張を採用して原告の訴えを認めませんでした。

この判決の中で裁判所は「新規な発明については一般国民が技術に習熟するまでの一定期間社会

に対する貢献の報酬として専売特許を与えることができるが本件はこれに該当せずこのような専売

特許は無効」であると述べています。そこで 1624 年にはジェームス国王がこの趣旨を採用した「専

売条例」を発布しました。ここに現在の特許法の原型が出来上がりそれがその後フランス、ドイツなど

のヨーロッパ諸国やさらに米国に移入されることになるのです。 

 

Ｑ．米国ではどうでしょうか？ 
 

Ａ．特許制度が良い意味でも悪い意味でも華やかな歴史を演じてきたのは米国です。 

米国では憲法の起草者の一人であったジェファーソンという人が発明家であったこともあって建国当

時の 1789 年施行の合衆国憲法では「著作権者や発明者は一定期間排他的権利を有する」とされ発

明について保護をうける権利は憲法上のものとされていました。このように米国ではまずプロパテント

（特許重視の思潮）の時代から始まったといって良いでしょう。 

 

Ｑ．その後プロパテントはどうなったのでしょうか？ 
 

Ａ．そのご企業による公益に反するような特許権の行使が目立つようになり、1930 年代に入ると独占禁

止法による特許権行使の規制が優勢になる時代がやってきます。これをアンチパテント（反特許）の

時代と呼んでいます。 

 

 



 

 

Ｑ．公益に反すると行使と言われましたが具体的にどのようなことがおこなわれていたので

しょうか？ 

 

Ａ．特許の独占性が私的利益のために過度に競争制限的な形態で使用されたということです。特許は自

己で実施するほか第三者に実施許諾（ライセンス）することもできるのですがライセンスの際に各種

の条件をつけ競争を制限していたのです 

 

Ｑ．具体的にどういう条件なのでしょうか？ 
 

Ａ．例えば特許のライセンスを受けて製造した製品の販売価格をライセンサー（特許権者）指定する、ライ

センシー（ライセンスを受けて製造・販売する者）の製造・販売数量を制限する（販売シェアーの制限）、

製造するに当たっての原材料の購入先（ライセンサー又はライセンサーの指定する者）を限定するな

どの条件です。 

 

Ｑ．実例を教えて下さい。 
 

Ａ．白熱電球はご存知のようにエジソンが発明したものですしGE（ゼネラルエレクトリック）社はエジソンが

作った会社です。白熱電球に関する重要特許はGE社とウエスチィングハウス社が押さえていました。

そこで両社が中心となって白熱電球を製造していたメーカーが談合して新規参入者を排除し、各社の

販売数量を取り決めていました。又英国の ICI 社と米国のデュポン社は、北米、南米はデュポン社、ヨ

ーロッパとアジアは ICI 社のテリトリーとし、相互に相手のテリトリーにおける自己の特許の独占的な製

造販売権を与えることにより競争が起こらないようにしていました。つまり特許を使って世界市場を二

分していた訳ですね。この特許には有名なナイロンの製造方法に関する特許も含まれています。その

結果消費者は高い商品を買わされていたかも知れないのです。 

 

Ｑ．それで国はどうしたのですか？ 
 

Ａ．個々のケースでは司法省が独占禁止法違反で関係企業を裁判所に訴えて特許を利用したカルテル

を解体させたりしています。 

又一般的な予防策として独占禁止法違反になる場合のガイドラインを作成して公表しています。 

 

Ｑ．どのような内容なのでしょうか？ 
 

Ａ．独占禁止法はカルテルなどによって競争制限的効果を発生させることを禁止しています。このような

効果が発生しているかどうかは本来個々のケースについて判断するのが原則（合理の原則＝rule of 

reason）なのですが特に競争制限的な効果の発生する確率が高い 9 つの行為についてこれらの行為

をするだけで当然に競争制限的効果があり行為そのものが違法とする命題（当然違法の原則＝per se 

illegal）を採用しました。これはナインノーノーズ（nine no no’s） と呼ばれていました。日本語で言えば

「９つのべからず集」とでも言えるでしょうか。 



 

Ｑ．このような考え方は今でも生きているのですか？ 

 
Ａ．そうではありません。1980 年代になると米国の製造業が日本などの追い上げにあい弱体化してきま

す。そして財政赤字と貿易赤字の双子の赤字が国家的問題となってきます。 

1982 年には特許権強化のため、連邦巡回控訴裁判所（CAFC）が設置され特許事件の控訴審は一括

してこの裁判所で扱われることになり権利者に有利な判決が多く出されるようになります。1985 年に

はレーガン政権下で米国の国際競争力回復のための提言としてヤングレポートというものが出されて、

その中でイノベーションによる技術優位こそが競争力の源泉であるとして知的財産の保護強化が唄わ

れます。それに呼応して米国内で特許などの知的財産の保護、強化が図られると共に米国は日本な

どにも保護強化を要求してきたのです。プロパテント時代の復活です。それに伴ってナインノーノーズ

も廃止されました。 

 

Ｑ．そう言えばその頃日本の半導体メーカー等が米国企業から訴えられたというような記事

をよく見かけました。 
 

Ａ．このころから米国企業による特許侵害を理由とする高額賠償請求が日本企業に対してなされるケー

スが多くなりました。又米国では特許事件を専門に扱い高額な特許使用料を請求する弁護士も現わ

れてくるようになりました。半導体に関するキルビー特許などはテレビなどでご覧になったことがあると

思います。元軍の研究機関で画像解析などの研究をしていたレメルソンという人はビデオを使った製

品検査装置（大抵の工場で使用）に関する特許だけでも世界中から 10 億ドルの実施料収入を得たと

いわれています。この人は他にも多くのビデオに関する特許等を保有していましたから全部で一体い

くらくらいになったのでしょうか。想像もつかないくらいです。 

このような特許は米国特有の特許制度を利用して長年を経過した後（実施企業が収入をあげた後）突

然浮上してきて攻撃してくるのでサブマリーン（潜水艦）特許と呼ばれて日本企業から恐れられていま

した。（この制度は日本にはありませんし、米国でも現在は廃止されています。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

各国特許制度の歴史 

日  本 ヨーロッパ 米  国 

享保 6 年 

新規御法度 

明治 4 年 

専売略規則 

明治 17 年 

商標条例 

明治 18年（発明の日） 

専売特許条例 

明治 21 年 

特許条例・意匠条例 

明治 32 年 

特許法･意匠法･商標法 

著作権法 

明治 38 年 

実用新案法 

昭和 9 年 

不正競争防止法 

 

(ベネチア) 

1474 年 発明者条例 

（世界最初の特許法） 

(イギリス) 

1331 エドワード三世が Letters 

Patent により、外国人（ギ

ルドの非組合員）に営業許

可 

    （但し非排他的権利） 

1561年 エリザベス女王がイタリア

人に対して白色石鹸の専業

特許状授与（排他的権利） 

1602年 小間物の専業特許状所有者

がギルド加盟の小間物商に

対して営業中止を求め敗訴

(この判旨を立法化したの

が下記条例) 

1624年 ジェームズ王が「専売条例」

を発布(各国の特許法の原

型) 

新規事業者に 14 年以下の

期間を定めて専売権を付与 

・以降同様の条例が各国に移入され

る。 

(フランス) 仏革命(1789 年)後 

特許制度採用 

(ドイツ) 1870 年 特許制度採用 

《独立後初期》(プロパテント) 

1776 年 独立宣言 

1789 年 合衆国憲法 

（発明の保護は憲法上の権利） 

1790 年 米国特許法 

 

《1930年代》(アンチパテント) 

独占禁止法優位の時代 

「当然違法」の理論 

ナインノーノーズ（ガイドライン） 

 

《1980年代》(プロパテント) 

米国の国際競争力低下を背景

にプロパテント復活 

1982 年 特許事件専門の連邦

巡 回 控 訴 裁 判 所

（CAFC）設置 

1985 年 ヤングレポート 

米国の国際競争力回復のた

めに知的財産の保護を提唱 

 

・この頃、日本企業に対する高

額損害賠償事件多発 

・サブマリーン特許問題化 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ｑ．日本でも知財権の保護が強化されてきたのでしょうか？ 
 

Ａ．以前から特許法や著作権法などの改正により徐々に保護の強化が図られてきました。 

特許法の分野では昭和50年の物質特許制度の導入（製造方法とは異なりどのような方法で製造して

も特許侵害になるので権利の範囲が広い）、昭和 62年の改善多項制の導入（1つの特許で多数の請

求が可能）平成 10年の損害賠償請求の容易化（損害額の証明責任の軽減）などが行われています。

また特許以外の分野でも平成 2 年には不正競争防止法が改正されて営業秘密（ノウハウ）が保護さ

れるようになり、昭和60年にはプログラムが著作権で保護されることが明確にされるなど知的財産全

般に亘っての保護強化が図られてきました。 

 

Ｑ．近年の不況で日本の立場も変わったように思いますが。 
 

Ａ．最近は世界の工場といわれた日本もその地位が中国にとって代わられるなど今度は日本が以前の米

国に似た状況になってきました。DVD をめぐる中国との知財摩擦などはお聞きになったこともあると

思います。日本が自国産業保護のために外国に対して知的財産の保護強化を訴えなければならな

い時代になりました。このような事情を考えれば私は知的財産の保護は以前の保護強化の延長では

なく様相を異にした新しい段階に入ったと思っています。 

 

Ｑ．最近特に国の動きも活発なようですが。 
 

Ａ．いわゆる「空白の 10 年」という語に象徴されるように景気好転の兆しはあるものの未だ日本は不況に

苦しんでいます。このため最近は特許などの知的財産を核とした新規事業機会の創出、経済活性化

の必要性が叫ばれここ 2～3年の間にそのための施策の立案や立法が相次いで為されています。 

例えば平成 14 年 2 月には「知的財産戦略室」が設けられて 7 月には「知的財産戦略大綱」が決定さ

れ、12月にはそれを内容とする「知的財産基本法」が成立（公布）しています。（15年 3月施行）又 15

年 3月には内閣に「知的財産戦略本部」が設置されています。 

 

Ｑ．大学人にとってはどのような関係があるのでしょうか？ 
 

Ａ．このような国家の動きは大学にも波及し、従来の教育・研究と並んで社会貢献が大学の第三の使命と

されるようになりました。大学における研究成果の企業による実用化や大学発ベンチャーによる新規

事業機会の創出が国家的要請となっています。これらの行為が十分に行えるよう法律の整備も実施

されました。（国立大学法人化法第 22条、知的財産基本法第 7，13条）当大学でもこのような期待に

応えるべく昨年から今年にかけて産学連携の組織が設けられたり、そのための活動が積極的になさ

れていることは皆さんもご存知でしょう。文部科学省や特許庁等の方でも大学におけるこのような活

動を支援するための手厚い保護施策を講じられています。このような動きの中で当大学でも昨年 6月

に知的財産センターが設置されました。まだ陣容も不十分ですがこれからは組織も強化し、活動も

徐々に充実したものにしていきたいと思っています。 



 

知的財産保護強化の歩み 

全  般 産業財産権 その他 

《最近の動き》 

平成 10 年 

大学等技術移転促進法(TLO) 

平成 11 年 

産業活力再生特別措置法 

(国の委託研究成果の移転) 

平成 12 年 

産業技術力強化法 

(TLO の国有施設の無償使用) 

平成 13 年 

第２期科学技術基本計画 

(機関帰属化) 

平成 14 年 

知的財産基本法 

(大学の整備推進計画) 

平成 15 年 

骨太方針 2002 

(大学ﾍﾞﾝﾁｬｰ 1000 社計画) 

知的財産推進計画(知財本部等) 

平成 16 年 

国立大学法人化 

(特許法) 

昭和 50 年 

物質特許制度の導入 

昭和 60 年 

国内優先制度の導入 

昭和 62 年 

改善多項制の導入 

平成 6 年 

特許付与後異議申立制度の

導入 

平成 10 年 

損害賠償の容易化 

 

(実用新案法) 

平成 5 年 

無審査登録制度の導入 

 

(商標法) 

平成 4 年 

サービスマーク登録制度の導

入 

(種苗法) 

昭和 53 年 

名称登録制度から品種登録制

度に移行(育成者権創設) 

 

(不正競争防止法) 

平成 2 年 

営業秘密(ノウハウ)の保護 

平成 5 年 

著名表示冒用行為も不競行為 

商品形態模倣行為も不競行為 

 

(著作権法) 

昭和 60 年 

コンピュータプログラムを著作権

で保護することを明確化 

昭和 61 年 

データベースの保護 

 

 

（参考図書） 

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」 

特許庁企画、知的財産研究所制作「特許から見た産業発達史」 

清瀬一郎 著 「特許法」 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

今月の QA集：「大学で知的財産はどう役に立つのか」 

 

「研究特別支援企画」「大学発ベンチャー特別支援企画」（募集中） 

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対象案件を公募しています。締め切りは６月末 

ですが早期ご検討をお願いします。積極的なご応募をお待ちしています。 

 

記念セミナーの開催 

４月１８日の発明の日と知的財産センター設立１周年を記念して 

6月に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。 

講師として特許庁の方と学内の方を予定しています。 

 

新規性喪失の例外適用団体としての指定を受ける 

このたび当大学が、学内での研究発表について新規性喪失の例外 

（特許法第 30条第 1項）の適用が受けられる学術団体として、 

特許庁長官の指定を受けました。（後記参照） 

 

特許電子図書館（IPDL）専用端末機導入 

工業所有権情報･研修館のご好意で無償貸与していただくことが決定し 

ました。ご利用をお願いします。（7月頃工学部に設置予定） 

 

平成 16年度実績 

発明届出件数 35件（15年度 40件）、出願件数 19件（15年度 11件） 

 

 

鳥大知財ニュース 

発行：知的財産センター 

（９号） 

2005年 5月１日 



 

 

新規性喪失の例外規定適用学術団体として指定される 

「公然知られた発明や刊行物に記載された発明」は新規性を欠くものとして特許を受けることはで

きません。（特許法第 29条第 1項）しかし特許庁長官の指定を受けた学術団体が開催する研究集会

において文書をもって発表した発明については、該当日から６月以内に限って例外として発表者が

特許出願をした発明について新規性が失われなかったものとみなされます。（特許法第 30条第 1項） 

この規定は従来、大学には適用が無かったのですが 2001年 12月から大学も学術団体として指定が

受けられるようになりました。これは大学においては論文発表が先行することが多いという事情を

考慮して改正されたものです。当大学も 17年 3月 14日付けでこの指定を受けました。 

 

              
ご 注 意 

 

この例外規定が適用されても、大学での発表後同一技術が第三者によって公表されれば新規性を喪失し

特許を受けられなくなります。（大学での発表を聞いた人がさらに発表をした場合を除きます。）又第三者

が先に特許出願をすれば、先願主議によりそちらが優先し、大学の出願は拒絶されてしまいます。 

さらに外国への出願には例外規定の適用はありません。 

従ってこの例外規定適用に頼ることなく、発表前に必ず特許出願をして頂くようお願いします。 

 

 

 

 

特許電子図書館専用端末機導入決定 

研究には特許情報の利用が欠かせません。 

このたび（独）工業所有権情報・研修館（特許庁の外郭団体）のご好意により、同研修館の運営さ

れている特許電子図書館（IPDL）の専用端末機一式を特に当大学に無償で貸与して頂けることに

なりました。この専用機は従来のパソコンでの検索に比べて格段にスピードが速く、印刷もきれい

になります。現在工学部の方で設置場所を選定して頂けるよう依頼しています。導入は７月頃を予

定しており、講習会なども開催する予定ですのでご利用ください。 

（詳細は来月ごろ発表予定。） 

 

 

 



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 中止   

8 Ｈ１６．１０ 医学部 伊藤則正 手術用機器 中止   

9 Ｈ１６．１０ 工学部 簗瀬英司 ほか 形質転換微生物 出願済   

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 出願済 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 出願済   

13 Ｈ１６．１１ 工学部 原  豊 ほか 風力発電機 出願済 共同出願 

14 Ｈ１６．１１ 工学部 石井 晃 量子ドット作製法 出願済   

15 Ｈ１６．１２ 工学部 大観光徳 ほか 青色蛍光体 出願済 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      〃 出願済   

18 Ｈ１６．１２ 医学部 伊藤則正 手術用機器 中止   

19 Ｈ１６．１２ 大学院工学研究科 近藤康雄 含油排水の処理法 出願済   

20 Ｈ１６．１２ 大学院工学研究科 小幡文雄 ほか 案内装置 出願済   

21 Ｈ１６．１２ 大学院工学研究科 小幡文雄 ほか 案内装置 出願済   

22 Ｈ１７．１ 工学部 岡本賢治 ほか キシリトール生産方法 出願済  

23 Ｈ１７．１ 工学部 岡本賢治 ほか エタノール生産方法 出願済  

24 Ｈ１７．１ 工学部 大観光徳 ほか 蛍光体 出願済  

25 Ｈ１７．１ 医学部 渡邊仁美 電子カルテ 出願準備中  

26 Ｈ１７．１ 工学部 奥村 和 ほか アシル反応 出願中  

27 Ｈ１７．２ 医学部 土井理恵子 痩孔形成装具 出願準備中  

28 Ｈ１７．２ 医学部 領家和男 換気補助装置 出願準備中  

29 Ｈ１７．２ 医学部 三浦典正 遺伝子 出願準備中  

30 Ｈ１７．２ 農学部 鈴木定彦 ほか 抗体作成法 出願済  

31 Ｈ１７．２ 農学部 南 三郎 ほか キチンキトサン 出願準備中  

32 Ｈ１７．３ 農学部 大槻 公一 ウイルス不活化剤 出願準備中  

33 Ｈ１７．３ 医学部 平井和光 生理活性物質 出願済  

34 Ｈ１７．３ 工学部 三好 力 ネットワーク高速学習方法 出願準備中  

35 Ｈ１７．３ 工学部 徳高平蔵 健康状況把握システム 出願済  

36 Ｈ１７．３ 工学部 中塚大輔 高次元可視化ソフト 出願準備中  

37 Ｈ１７．３ 工学部 浦瀬新也 脈派解析装置 出願準備中  

発明届け出状況 
H16.4.1～Ｈ17.3.31 
H16.4.1～Ｈ17.3.31 



 

 

応募申込先 知的財産センター 内線 ４７０２ 

研究支援課    内線 ２７１２ 

～研究企画から研究終了まで密着サービス～ 
 

応募のあった研究テーマの中から２テーマを選び 

知的財産面から研究を全面的にサポートします。 

応募申し込み用紙 

研究支援特別企画に応募します。 

研究テーマ：                        

申込者：学部・学科                     

氏名                        

外線電話番号：                       

メールアドレス：                      

【研究特別支援】テーマ募集 

【選定対象件数】  ２ 件   

【支 援 内 容】   

・研究テーマ企画支援……企画に関して特許情報 

        その他の参考情報(特許ＭＡＰ作成など)を提供 

・研究遂行支援…SDI(戦略的な特定情報の監視)サービス他 

・権利化支援……幅広い特許出願などの支援､ノウハウ管理支援 

・成果検討支援…類似技術との比較他 

・成果管理支援…有効活用支援(成果 PR､ﾗｲｾﾝｼｰの探索など) 

・支援期間………決定後２年間 但しそれ以前に研究が終了すれば終了 

【応 募 締 切】平成１７年６月３０日（金） 

【支援ﾃｰﾏ決定】７月中旬 

【申し込み先】知財センター（内 4072）研究協力課（内 2710） 

 

～研究企画から研究終了まで密着サービス～ 
 

応募のあった研究テーマの中から２テーマを選び 

知的財産面から研究を全面的にサポートします。 



 

～研究成果の事業化を特別にサポート～ 
 

応募のあった事業化テーマの中から１テーマを選び 

会社の設立から営業開始まで、手続き面、知財面から 

全面的にサポートします。 

【選定対象件数】  １ 件  

【内 容】   

 ・成果の権利化（特許化等）を支援 

 ・事業形態選定支援（会社種類選択等） 

 ・会社の名称（商号）決定支援 

 ・法人化（設立登記等）支援 

 ・市場調査支援 

 ・ベンチャーキャピタルの紹介 

 ・支援期間  選定後営業開始まで（但し2年を限度とする） 

【応募締切】平成１７年６月３０日（金） 

【支援決定】７月中旬 

【申し込み先】知財センター（内4072）研究協力課（2710） 

【大学発ベンチャー特別支援】テーマ募集 

応募申し込み用紙 

大学発ベンチャー特別支援企画に応募します。 

研究テーマ：                          

申込者：学部・学科                       

    氏名                          

外線電話番号：                         

メールアドレス：                        



 

 

大学で知的財産はどう役にたつのか？ 

 

Ｑ．特許を出願することは、研究者にとって大変面倒なことですが、特許などの知的財産は

どのような役に立つのでしょうか。 

 

Ａ．研究成果を特許などに権利化する最大のメリットは特許発明を独占して実施（製品の製造･販売など）

し収益を上げることができるということです。特許法も第６８条でその旨を定めています。つまり無断

で特許発明を実施する者があれば、その特許侵害の停止又は予防を請求することができます。（差

止請求権、特許法第 100条第 1項）又、損害賠償を請求することもできます。（民法第 709条） 

 

Ｑ．しかし大学は製造・販売などの事業をやらないのではありませんか？ 
 

Ａ．自分で事業を行わない場合には特許をライセンスすればよいのです。ライセンスは技術の賃貸と同じ

で第三者に事業化してもらいその収益を実施料という形で分配してもらう方法です。大学の場合もそう

することになります。そのために特許やノウハウなどの知的財産が必要なのです。特許法は第 77 条

において専用実施権の設定について、第７８条において通常実施権の許諾について定めています。特

許などの知的財産が無ければ、真似をすれば済む訳ですから、そのような技術には誰も実施料を支

払ってくれないでしょう。大学が研究費用を外部から捻出するためには研究成果を知的財産として権

利化しておくことが是非とも必要なのです。 

 

Ｑ．当大学の社会貢献との関連ではどうでしょうか？ 
 

Ａ．最近国の施策として大学の研究成果の実用化が押し進められ、大学の社会貢献が、今までの教育・

研究と並ぶ第三の使命といわれるようになりました。当大学では、このような動きに一歩先行して「知

と実践の融合」を大学運営の指導理念として標榜してきました。この融合を進めるツールとなるもの、

それが特許などの知的財産です。すなわち知的財産は研究成果の普及や技術提携の手段としての役

割を果たします。だからこそ当大学にとっては知的財産の意義は特に大きいものがあると言えるでしょ

う。 

 

Ｑ．特許は大学の評価とどう関係するでしょうか？ 

 

Ａ．特許の質や数は大学の研究水準の高さを示す一つのバロメーターと言っても良いでしょう。従って優

れた特許を多く保有していればそれがそのまま大学に対する社会的評価の向上にも繋がります。勿

論特許の出せない技術分野の研究も数多く存在しますから特許が無い研究がレベルが低いということ

では決してありませんが。 

 

 



 

 

Ｑ．大学での研究にとって特許はどのような意味を持っていますか？ 
 

Ａ．知的財産は研究水準のレベルアップに繋がります。知的財産を重視すれば研究の開始から終了に至

るまで全ての段階で研究内容や方法が変わるのではないでしょうか。まずテーマを決める段階では他

者の特許情報が役に立ちます。最新の研究動向が分かり研究内容の決定に役立つからです。研究成

果についても他の特許と比較検討することにより始めて客観的な評価が可能になると言えましょう。

又研究過程においても常に他者の特許に注意することが必要ですし、成果を知的財産として確保する

ための配慮も必要になるでしょう。例えば成果発表においてもノウハウを公開してしまわないように注

意しなければならなくなります。 

更に知的財産の重視は技術の成熟度、完成度を高めます。なぜなら特許出願するためには実施例な

どが必要になりますし、特許をライセンスをしようと思えばその技術が実用化可能な段階にまで到達

していなければならないからです。 

 

Ｑ．研究者個人にとってはどのような意味があるでしょうか？ 
 

Ａ． よい発明を数多くしている研究者が優れた研究者であることは当然です。特許が大学名義であって

も大学は出願人というだけであり発明者はあくまでも研究者個人なのですから。特許がライセンスされ

技術が広く普及することは研究者にとっての名誉であり、生き甲斐にもなる筈です。 

 

Ｑ．成果と知的財産の関係について教えて下さい。 
 

Ａ．研究成果の確保、防衛の為にも特許出願は是非必要です。技術を盗用されたというような事例は当

大学にもあるのではないでしょうか。例えば講演会で発表したところ企業がアイデアをまねて勝手に商

品化してしまった、特許を企業に出願してもらったところ企業がかなり利益をあげているらしいが何も

ペイバックがないなどです。誰が最初に発明をしたのか争いになったような場合でも特許を出願して

あればそれが発明者であることの確実な証拠になります。この面で有名なのがジベレリンという薬品

に関する特許です。この薬は種無し葡萄を作るのにも使用されていますからご存知の方も多いでしょ

う。これは日本人の研究者が稲から抽出したものなのですが、発明者は特許をとらないうちに学会で

発表してしまいました。この発表を聞いたアメリカの企業が関連特許をおさえてしまい、その企業は大

もうけをしたのですが発明者には何も見返りがありませんでした。 

 

Ｑ．知的財産化することによる弊害はないのですか？  
 

Ａ． 大学が特許を出して技術を独占することは大学の公益性に反すると言う方もおられますがこの見解

には賛成できません。大学が特許を出さないうちに第三者が特許を取ってしまえばどうなるでしょうか。

発明者としての名誉と利益は第三者に行ってしまいます。公益を考えるならば先ず自分で特許をとる

べきでしょう。権利化してから、権利を開放すれば良いのですから。 

 

 



 

 

 大学に於ける知的財産の役割  

 

 

 

 

 

 

知的財産 

社会貢献 

（知と実践の融合） 

・技術の普及促進 

・技術提携の手段 

研究者の地位の向上 

・研究者としての評価の向上 

・個人的名誉 

成果の有効活用 

（収入の確保・事業化の促進） 

・実施料収入 

   ・大学発ベンチャー 

研究成果の確保 

・ 成果の防衛 

（盗用防止等） 

・ 発明者であるこ

との証拠 

研究水準のﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ 

・技術完成度の向上 

出願可能 

実施可能 技術情報源 

・特許情報の有効利用 

（企画・実施・評価の客観 

的情報）   

大学の地位の向上 

・大学の社会的評価の向上 

・大学の名声、信頼性の向上 

・大学の PR 

 

(特許､ノウハウ他) 



 

 

 

 

今月の QA集：「知財方針案」 

知財ポリシー案公表（パブリックコメント募集中） 

鳥取大学の知的財産ポリシー案を公表しました。（ＱＡ集に概要があります。） 

是非ご一読の上コメントをお願いします。 

 

知財センター設立１周年記念「知財セミナー」の開催 

知的財産センター設立１周年を記念して知財セミナーを開催します。 

日時：平成 17年 6月 17日（金）15:00～17:10 

場所：工学部大学院棟 大講義室 

講師：工業所有権情報･研修館 高倉 成男 氏、 

鳥取県産業振興機構 特許流通ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 上山 良一 氏 他 

 

 

「研究特別支援」「大学発ﾍﾞﾝﾁｬｰ特別支援」企画（募集中） 

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対象案件を公募しています。締め切りは６月末 

ですが早期ご検討をお願いします。積極的なご応募をお待ちしています。 

 

特許電子図書館（IPDL）専用端末機導入 

工業所有権情報･研修館のご好意で無償貸与していただくことが決定し 

た専用端末機の導入手続きを進めています。（7月工学部に設置予定） 

 

医学部定例相談日設定を検討中 

医学部関係者の方に対する知財サービスを向上させるため月一回 

程度の相談日を設けることを検討しています。 

 

鳥大知財ニュース 

発行：知的財産センター 

（１０号） 

2005年６月１日 



 

【内 容】   
１．開会の辞（15:00～15:05） 

知的財産センター長 副学長 中村 宗和 

２．知財立国 ～大学への期待と国の施策～（15:05～16:10） 

     （独）工業所有権情報・研修館  

人材開発統括監：高倉 成男 氏 

３．鳥取大学の知的財産活動（16:10～16:30） 

知的財産センター 教授 佐々木 茂雄 

４．知的財産ポリシー案の説明（16:30～16:50） 

知的財産管理アドバイザー 松井 孝一 

５．特許流通の現場から（16:50～17:10） 

      （財）鳥取県産業振興機構 

特許流通アドバイザー 上山 良一 氏 

 

学内・学外、教職員・学生、どなたでも参加ご自由。 

主催：知的財産センター 

お問い合わせ 

TEL/FAX 0857-31-6000（内線 4072） 

（当日参加歓迎） 

【日 時】 平成 17年 6月 17日（金）15:00～17:10 

 

【場 所】 工学部 大学院棟大講義室 

 

 

 



【大学発ベンチャー特別支援】テーマ募集 
【内 容】   

 ・成果の権利化（特許化等）を支援 

 ・事業形態選定支援（会社種類選択等） 

 ・会社の名称（商号）決定支援 

           他 

応募申し込み用紙 

特別支援企画に応募します。（ 研究特別支援・大学発ベンチャー特別支援） 

研究テーマ：                          

申込者：学部・学科                       

    氏名                          

外線電話番号：                         

メールアドレス：                        

【研究特別支援】テーマ募集 
【内 容】   

･研究テーマ企画支援……企画に関して特許情報 

その他の参考情報(特許ＭＡＰ作成など)を提供 

･研究遂行支援…SDI(戦略的な特定情報の監視)サービス他 

・権利化支援……幅広い特許出願などの支援､ノウハウ管理支援 

他 

【応 募 締 切】平成１７年６月３０日（金） 

【申し込み先】知財センター（内 4072）研究協力課（内 2710） 



 

知財方針案 

 

Ｑ．知財方針とはどういうものですか？ 

 

Ａ．各大学の知的財産に関する基本的な方針です。平成 14年 11月に科学技術・学術審議会のワーキン

ググループから報告書が提出され大学における知的財産等に関する考え方が示されると共に各大

学において知的財産に関する基本的な方針（報告書では「知的財産ポリシー」と呼ばれています。）

を作成･公表することが求められています。この報告書に基づき多くの他の大学で既に基本方針が制

定されています。我が鳥取大学も遅ればせながら今回このような知財方針を制定することとし、その

原案を発表した訳です。遅れた分だけ内容面において質的に優れたものとしたいと考えています。 

 

Ｑ．知財方針は規則とはどう異なるのですか？ 
 

Ａ．知財方針は文字通り大学の方針であり規則そのものではありません。方針の内容（例えば機関帰属）

を具体化するものとして各種規則があります。（発明規則など） 規則にもいろいろな種類があります

が発明規則は、大学と教職員の関係を規範的効力をもって規律します。（就業規則の一種といって良

いでしょう。）当大学では昨年 4 月に既に４か条からなる「知的財産ポリシー」を制定していますので今

回はその内容を敷衍する形でもっと詳細な内容の「知的財産方針」と、「発明規則」、「発明規則細則」

の３点を１セットで取り決めようとしているわけです。（発明規則は改正） 

 

Ｑ．基本的な内容はどうなっているのですか。 
 

Ａ．知的財産の届出、知的財産の大学帰属、発明者に対する補償などを取り決めています。 

当大学の知的財産方針案は権利の種類ごとにきめ細かく帰属や補償制度について取り決めているの

が特徴です。権利の帰属については 2種類に大分類しています。 

大学にしろ会社にしろ雇用契約というものは労務を提供する契約で（民法第623条以下）、労務の結果

生じた成果物は使用者に帰属します。これが原則です。この例外として労務提供（研究）の結果発明な

どを行ったときはその結果は個人に帰属することになっています。これは発明などは誰にでもできるよ

うな行為ではなく特に高度な行為であり、発明を奨励するという観点から特許法で個人に帰属すること

としたのです。（特許法第 35 条）そして規則で取り決めた場合にはいわゆる職務発明については使用

者がその発明を承継することができ、使用者は発明者である職員に対してその対価を支払う（補償を

行う）ものとしているのです。この個人に帰属する系統の権利としていわゆる産業財産権法に属する特

許権、実用新案権、意匠権及び種苗法の育成者権がこの系統に属します。 

一方このような特別な法律上の規定がない場合には原則に戻って最初から当然に使用者である大学

に権利が帰属することになります。この系統に属する知的財産権としてノウハウ、著作権（プログラム、

回路配置利用権を含む。）などがあります。 

 

 



産業財産権とその他の権利（知財） 

    契約上の原則            例外 
        （その他の権利）                （産業財産権等） 

 

 

 

雇用契約 

 

 

帰属・承継 

 

 

 

対価 

 

 

 

Ｑ．それによってどのような差異が生まれるのでしょうか？ 

 

Ａ．まず帰属については承継が必要な権利（承継型）については、届出と承継手続き（発明委員会での決

定）が必要になります。当然帰属型の権利についてはそういう手続きは不要です。 

又継承型の権利については当然対価を支払う必要があります。これを知的財産方針では補償と呼ん

でいます。これに対して当然帰属型の権利についてはそういう必要はないのですが、これでは特許で

収益を得た場合とノウハウで収益を得た場合と不均衡を生じます。そこで当然帰属型の権利によって

大学が収益を得た場合には報奨金として補償金と同様の金員を支払うということにしました。（表彰と

同じ。）この場合には報奨金の金額に算定方法を収益額を基準にしているだけであり、収益の配分と

いう要素はありません。収益学は全額が当然に大学に帰属します。従って学部への配分ということも

ありません。のこのように権利の種類に従って金員の支払いを論理的に２種類に分類しているのが当

大学の知財方針の特徴です。 

 

 

 

雇用は労務の提供（民 623） 

成果に対する権利なし 

成果は当然大学に帰属（承継なし） 

・ノウハウ 

・著作権・プログラム 

・回路配置利用権 

支 払 い 不 要

（譲渡なし） 

報奨金支払い

(表彰と同じ) 

発明規則により大学が 

出願権を承継 

・特許権 

・実用新案権 

・意匠権 

・育成者権 

譲受の対価支払い 

（補償金） 

職務発明でも個人に帰属 

（発明の奨励）（特 35） 



 

Ｑ．補償金はどのような場合に支払われるのですか？ 

Ａ．補償金は権利を譲り受けた対価として大学が発明者に対して支払います。しかも発明規則に基づい

て支払われるのは職務発明（一部学生等の発明にも準用）であって発明届けが大学に出され、発明

委員会が大学が承継すると決定した発明に限られます。従って個人が権利化した後に（これは規則

違反なのですが）大学が譲り受けた場合の対価は別途合意によって定めることになり補償金規定の

適用はありません。 

 

Ｑ．具体的な金額はどうなっているのですか。 

Ａ．補償金は大学に承継された後 3段階に分けて支払うことにしています。特許の場合で言えば、発明を

特許出願した時点で 5000円、登録になった時点で 10000円を支払います。（但し実用新案について

は無審査で登録になりますので出願時点や登録時点での補償はありません。）後は特許による収益

があった場合にその一定割合を実績補償金として発明者に対して支払います。この実績補償金が金

額的に補償金の中心となります。 

 

Ｑ．実績補償金のための収益はどのように計算するのですか？ 

Ａ．一般的には第三者に実施許諾した場合の実施料収入が収益です。従って毎年当年度の実施料収入

を算定してその 40％を支払うことにしています。 

大学が直接事業化して実施した場合には売上高の５％の収益があったものと看做してその 40％、す

なわち売上高の 2％を補償金を支払うものとしています。従ってこの場合には事業利益が赤字でも補

償金が支払われる反面、利益率が５％を越えていてもそれ以上の補償金の支払いはありません。（但

し実用新案権の自己実施の場合には権利としての価値があるということを証明するために特許庁が発

行する技術評価書というものを提出していただくことになっています。） 

 

Ｑ．民間会社や他大学と比較してどうなのでしょうか？ 

Ａ．他大学では個人に対する補償金は 30％程度が多いのですが当大学では発明を奨励するため特に

40％と高い配分比率としました。残りの 60％は大学に帰属することになりますがその一定割合は各学

部に配分されることになります。ただ後者の配分は大学内部での配分ですから規則では特に定めて

いません。民間会社などでは、収益を 5段階程度に分けてランクに応じて一定金額を支払うこととして

いるケースが多いのですが、収益の 40％は結果的に民間会社の補償金レベルなどよりもずっと高率

になっています。 

一定割合を支払うこととしています。 

 

Ｑ．報奨金について教えてください？ 

Ａ．大学に原始的に帰属するタイプの知的財産については前にも述べましたように対価という意味での補

償金の支払いはありませんが、表彰的な意味で報奨金を支払うことにしています。収益の 40％を支

払うという基本的な考え方は特許などと同じですが特許などとは異なりノウハウや著作物を知財セン

ターで集中管理している訳ではありませんから収益額を毎年申し出ていただいて報奨することになり

ます。 

 



 

Ｑ．権利の種類によってどのような違いがありますか？ 

Ａ．まずノウハウについてですが、ノウハウについて実施料収入があればこれはノウハウによる収入とい

うことが明確ですから問題はないのですが、ノウハウは無形の秘密情報ですから自己実施の場合に

はノウハウが実施されたのかどうかが明確ではありません。ですから自己実施による収益の場合には

有形の、すなわち文書で特定されたノウハウの実施に限っています。  

 

Ｑ．著作権についてはどうですか？ 

Ａ．著作権としてプログラムと一般的な書物などの著作権に分けて規定しています。半導体回路の回路

配置利用権も著作権類似の権利です。著作権法は先ず著作権者が誰かを規定し（著作権法第 15条）、

著作者に著作者人格権と著作権（著作財産権）が帰属すると規定しています。（著作権法第 1７条）、

大学が著作者となる場合で著作物によって大学が収益を得た場合には、現実に著作物の創作をした

人に報奨金を支払うこととしています。これが典型的に当てはまるのはプログラム（ソフトウエアー）で

実際他の大学では一般の著作物までは知財規定の対象とせず、プログラムのみについて規定してい

る大学もあります。しかし当大学の場合、一般の著作権までを対象としています。 

 

Ｑ．プログラムについてはどうなっていますか？ 

Ａ．大学で使用する（例えば給与計算）ために新しいプログラムを制作していくら経済的効果（費用削減）

がったとしても報奨の対象にはなりません。（通常の労働の成果が役に立ったというに過ぎません。） 

他者に使用許諾して使用料収入があった場合には知的財産の利用による収益として報奨の対象とし

ています。ただこの場合の収益額の算定方法が問題です。ソフトウエアーのライセンスは通常販売の

１方法として行われていますのでライセンス料は物の販売価格に相当します。従ってライセンス料そ

のものを特許の場合のような実施料収入と同様に扱うわけには行きません。ライセンス料収入の中か

ら製作費用を控除した残りの金額が収益になる筈です。そこでライセンス料収入の５％を収益額と看

做してその 40％を報奨金として支払うこととしています。（結果的に特許の自己実施の場合と同じで

す。） 

 

Ｑ．一般の著作物についても報奨があるのでしょうか？ 

Ａ．大学の著作物（法人著作）となる場合でどのような収益が考えられるか、どのように報奨すべきかは困

難な問題です。一般的なケースは考えにくいのが現実です。そこで一般的な著作物については報奨

を任意的なものとし、報奨金額の算定方法についても特に規定せず、ケース毎の判断に委ねることに

しました。ただ一般的に次のようには言えるでしょう。例えば大学の広報誌を作成して大学内で有償で

配布しても本来の作成目的での利用ですからその売り上げを収益とすることはできず報奨の対象とす

ることはできません。しかし良くできた広報誌だからということで他の大学や会社から購入希望があっ

て有償で販売した場合（目的外使用）にはその売り上げによって生じた利益は報奨の対象としても良

いと思われます。従って本来の目的外の利用による収益についてのみ報奨の対象とする場合がある

ことを細則で取り決めています。 

 

 

 

知的財産方針案、発明規則改正案、発明規則細則案はホーム頁でご覧下さい。（リンク） 

 

 



 

知的財産に関する補償・報奨制度案の概要 

 発明等 発明等以外の知財 

対象となる権利･知的財産 発明（特許権）、考案（実用新案権）、

意匠の創作（意匠権） 

品種の育成（育成者権） 

ノウハウの案出（ノウハウ）、回

路配置の創作（回路配置利用権）、

ソフトウエアの創作（著作権）、

ソフト以外の著作物の創作（著作

権） 

大学への帰属の性格 個人に帰属した発明等を大学が発明

者等から譲受（規則による承継取得） 
大学に当然帰属（職務の結果とし

て大学が原始取得） 

支払い金員の性格 補償（権利譲受の対価）（法律に根拠

あり） 
報奨（大学が任意的に決めた制

度。表彰制度と同じ。） 

補償、報奨方法 知財で調査(知財が実施許諾・実施料

の管理などを行う。) 

当事者の申し出による(実施許

諾・実施料の管理などは大学の権

利として大学の機関が正式手続

きを経て行う。) 

適用範囲 原則として職務発明等に限るがそれ

以外でも学生等の発明の任意譲受に

も準用。 

学生等に対する準用は無し。（当

然帰属の根拠がないため。） 

補償金、報奨金の種類 ○出願時補償金（実用新案、品種登録

はなし） 

○ 登 録 時 補 償 金

（   〃      ） 

○実績補償金              

実績に対する報奨のみ 

実績報奨の対象 出願前の「各種権利を受ける権利」の

譲受に限定。（出願後または権利化後

の任意譲受の対価は個別合意によ

る。） 

実績発生後届出に基づき報奨 

実績補償金、報奨金の金額 収益額の４０％（外部からの実施料収

入と譲渡の対価(下記①②）の残額は

大学と研究室で配分） 

収益額の 40％。但しソフト以外

の著作権については別途協議に

より決定。（大学が報奨金を支払

うだけであり研究室への配分な

どはなし。） 

実績補償、報奨の基礎となる

収益 

①実施料収入 

②権利譲渡の対価 

③想定実施料 

（大学自身による実施の場合） 

  原則として売上高の５％を利益の

額と見なす。（実用新案については

技術評価書の提出必要） 

○ノウハウと回路配置利用権： 

左記①～③（ノウハウの想定 

実施料については使用が明確

な場合に限る。） 

○ソフトウエア：外部からの使用

料収入は売上高に該当。その

５％を実施料収入と看做。（従

ってその 40％が報奨金額）又譲

渡はしない。 

○ソフト以外の著作権：報奨は任

意的であり報奨額は合意によ

る。 
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技術分野別特許MAP説明会（企画中） (2頁) 

工業所有権情報･研修館が平成14年度と15年度に作成された「特許流通支援チャー

ト」の中から当大学に関係の深いテーマ数件を選択して説明会を順次開催します。（詳

細は次頁をご覧下さい。） 

研究室訪問計画始動 (2頁) 

各学部と知的財産センターとの意思疎通を図るため、各研究室を訪問することを

計画しています。ご協力宜しくお願いします。 

今月の QA集：「特許情報データベース」 (4頁～) 

特許電子図書館（IPDL）専用端末導入 (8頁) 

工業所有権情報･研修館のご好意で無償貸与していただくことになった専用端末

が 6 月 22 日に当大学に搬入されました。 

7 月 15 日（金）12時 30 分から記念式典と講習会を行います。 

 

鳥大のライセンスシーズを紹介（予定） 

 東京リエゾンオフィスが入居している東工大 CIC ビル内の技術説明会で当社の

特許 2 件（脈派による血管年齢測定装置、工作機械）をライセンスシーズとし

て紹介します。（７月２９日、JST（科学技術振興機構）後援） 
 

 

知的財産方針案公表（パブリックコメント募集中） 

鳥取大学の知的財産方針案に関してパブリックコメント募集しています。コメ

ントのある方はお急ぎ下さい。 

「研究特別支援」「大学発ﾍﾞﾝﾁｬｰ特別支援」企画 

 募集は６月末日までですが若干の猶予を考えています。 

申し込みを予定されている方はお急ぎください。 

鳥大知財ニュース 

発行：知的財産センター 

（１１号） 

2005年７月１日 

お知らせ 

Hurry up 
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 全研究室訪問計画をスタートします。 

  
昨年末から本年始めにかけまして各学部の学科長会議や代議員会議で全研究室訪問計画にご

説明申し上げご快諾を得ました。実際の訪問が遅れておりましたが順次実施に移してまいりた

いと存じております。 

目的：①研究者と知財センターとの意思疎通をはかること 

   ②知財に対する要望をお聴きし、ニーズについてご意見をお聞かせいただくこと 

③現実の問題点を把握し活動の指針の参考とすること 

内容：①研究概要のヒヤリング 

②知財イベント、企画の紹介 

③発明の発掘 

④ライセンスシーズのヒヤリング 

時期：17年 7月から 6ヶ月程度 

スケジュール：日程は各研究室の方と打ち合わせて決定させていただきます。現在は地域共同

研究センターで共同研究シーズ集作成のため研究領域毎に訪問する計画を樹立中

ですのでこの訪問時に知的財産センターも同行させて頂くという方法により実施

していきたいと考えています。この計画に含まれない研究室については」個別にご

連絡申し上げます。 

 

 

 

（特許電子図書館専用端末機導入記念行事） 

 特許情報でここまで分かる！  
（技術分野別特許情報セミナー） 

 

１．内容：特許流通支援チャート（（独）工業所有権情報・研修館制作）に基づき各技術分野

の特許調査の結果を解説します。 

（同チャートは、各技術分野の特許調査の結果をまとめたレポートで 1件あたり約 200～400

頁です。今回は平成 14年度と 15年度制作のチャートの中から鳥取大学に関係の深い 7テ

ーマを選択しています。）８月以降順次開催します。（1回/月程度） 

２．対象：各技術分野の研究者（個別にご連絡申し上げます。） 

３．技術分野と日程（変更することがあります。） 

①8月：「キチン･キトサン利用技術」（平成 15年度調査） 

②9月：「食品廃棄物の処理と利用」（平成 15年度調査） 

③10月：「機能性食品」（平成 1４年度調査） 

④11月：「バイオマスエネルギー」（平成 15年度調査） 

⑤12月：「照明用 LED技術」（平成 15年度調査） 

⑥平成 18年 1月：「ナノ構造炭素材料」（平成 1４年度調査） 

⑦平成 18年２月：「土壌改良技術」（平成 15年度調査） 

 

 講師募集  
 

各テーマの説明資料を解説してくださる方を募集しています。（薄謝進呈） 
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６月１７日（金）午後３時から工学部大学院棟２階セミナー室に於いて、

知財セミナーを開催しました。セミナー室がほぼ満室になる約６０名のご

参加を頂きました。 

 

 

１．「知的財産立国 ～大学への期待と国の施策～」 

工業所有権情報・研修館 高倉 成男 氏      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．「鳥取大学の知的財産活動」 佐々木 茂雄 

 

３．「知的財産ポリシー案の説明」 松井 孝一 

 

４．「特許流通の現場から」鳥取県産業振興機構 

特許流通アドバイザー 上山 良一 氏    

 

 

 

 

（知的財産センター設立１周年記念） 

知的財産セミナーを開催 

1

特許流通アドバイザーの支援活動特許流通アドバイザーの支援活動
-ADは何を支援してくれるのか？-

1. 登録済み特許が基本

2. 流通を希望する特許

3. 実施実績のある特許

4. サンプル提供の出来る特許

5. 共同研究可能な特許

Ⅱ：特許提供希望企業・大学等に対する支援活動特許提供希望企業・大学等に対する支援活動

経営資源有効利用経営資源有効利用
1. 仲介（マッチング）支援仲介（マッチング）支援
・流通AD情報ネットワークへの発信
・特許流通特許流通DBDBへの登録への登録支援
・可能性企業所在地のADとの連携
・鳥取県版特許集の発行・鳥取県版特許集の発行・PRPR
・・HPHPによる公開による公開
・特許流通フェア等への出展

2. 成約に向けて幅の広い支援成約に向けて幅の広い支援
・マッチングマッチング→→交渉交渉→→契約支援契約支援

流通対象特許流通対象特許

電話をお待ちしております。

全国全国ADAD連携プレー連携プレー

（高倉 講師→） 

 

（全景↑） 

（高倉氏の資料より） 

 

（上山氏の資料より） 

 

（上山 講師→） 

 

6

研究開発と特許の現状

研究開発総額
約17兆円

特許査定
約10万件

特許出願
約36万件

（外国は除く）

審査請求
約20万件

公開されたが
特許にならな
かった出願
約26万件

未請求
約16万件

現存特許（約100万件）

実施
34%

不実施（未開放）
32%

不実施（開放）34%資料：特許庁
 8

知的財産基本法
（2002年11月）

知的財産戦略本部
本部長：小泉総理
（2003年3月）

知的財産推進計画
（2003年7月）
（2004年5月）

①創造
産学連携、大学特許、職務発明

②保護
審査、知財高裁、模倣品対策

③活用
特許流通、中小・地方支援

④コンテンツ
映画、アニメ、ゲーム

⑤人材・教育
法科大学院、啓発

国の知的財産戦略
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特許データベース 

Ｑ．特許データベースとはどういうものですか？ 

Ａ．特許庁に出願された特許や権利になった特許のデータベースです。工業所有権情報館が運営してい

る特許電子図書館（Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ Property Ｄｉｇｉtal Ｌｉｂｒａｒｙ）は日本特許の標準データベースです。

電子図書館には特許の他、実用新案権、意匠権、商標権のデータも含まれています。特許に関して

は民間機関なども有料のデータベースを提供しています。これらは対象は同じ特許でも検索方法や

アウトプットなどが異なっており使い勝手が違います。各データベースは自己の特徴を出そうとして競

争している訳です。各国ともにそれぞれの国の特許データベースが」存在しますが、世界の特許を集

めたデータベースも存在します。（著名なものとしてＤｉａｌｏｇという米国のデータベースがあります。） 

 

Ｑ．特許データベース以外にはどのような種類のものがあるのでしょうか。 

Ａ．特許のデータベース以外にも多くの技術情報に関するデータベースが存在します。科学技術文献（論

文、雑誌など）に関しては科学技術振興機構（ＪＳＴ）が提供しているＪＯＩＳ、Ｊ Ｄｒｅａｍなどが大規模

なデータベースです。Ｂｒａｎｄｙは商標に関する世界的なデータベースです。 （最後の表を参照） 

 

Ｑ．研究と技術情報とはどういう関係があるのでしょうか？ 

Ａ．研究には他者の特許情報は欠かせません。そもそも研究という者は従来の技術情報に自己の知見や

思想を追加して新たな技術情報を生み出すことだと言って良いとおもいます。例えば新たな半導体を

作ったとしましょう。このような場合出来上がった製品が研究成果だと思いがちですが決してそうでは

ありません。従来の半導体に関する技術情報を改変して生み出された新たな半導体そのものに関す

る技術情報や半導体の製造方法に関する技術情報が成果であると考えるべきだと思います。 

 

Ｑ．特許情報の特徴についてお教え下さい？ 

Ａ．まず権利情報であるという点です。類似内容の論文などがすでに存在していても先を超されたというだ

けにとどまりますが、先に特許があると実用化が困難になってしまいます。 

２番目には最新の情報であるという点です。特許はもともと権利化のために発明がなされた時点で急

いで出願されたものでありしかもその後公開まで１年半しか経過していません。従って論文などよりも

新鮮な情報といえるでしょう。 

３番目には詳細な情報であるという点です。特許の明細書は特許法（第３６条第４項）によって「その技

術分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確且つ十分に記載す

る」ことが要求されていますし、実施例の記載や図面も添付されており内容が詳細です。 

４番目には世界的な規模でデータベースとして整備されており検索などが容易であるという点も特徴

です。 

特許情報＝①権利＋②最新＋③詳細＋④検索容易 

Ｑ．技術情報はどう役に立つのですか？ 

Ａ．先ほども申し上げましたように研究＝情報を生み出すことと考えればこの両者は切り離して考えること

はできません。他の研究機関や企業の研究を知らずして研究が行える筈がありません。先ず研究テ

ーマの選択のためには他者がどのような研究を行っているかを知る必要があります。他の人が自己の

権利として確保してしまったような成果を目的とする研究は実施するだけ無駄な労力と経費を費やす

ことになります。 
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Ｑ．研究を始めてからはどうでしょうか？ 

Ａ．研究の実施中にも勿論他社の権利情報には注意する必要があります。他者に先を超されて権利化さ

れてしまった場合には研究方針を方向転換する必要がでてきます。研究内容を変更するとか他者の

権利を回避する手段などを考えなくてはなりません。 

常にこのように特許情報をウオッチィングする必要がありますのでそれを代行してくれる会社もありま

す。これをＳＤＩサービスと読んでいます。ＳＤＩはＳｅｌｅｃｔｉｖｅ Ｄｉｓｓｅｍｉｎａｔｉｏｎ ｏｆ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎの

略で要するに戦略的な新着情報の配信サービスという意味です。 

成果の検討や評価の段階でもこれらのための客観的な外部情報として役に立ちます。 

 
 特許情報調査の意義  

 

  

既存情報の収集・検討 

●新規研究のネタ捜し 

●他人が既にやった研究はやらない 
研究企画 

 

   

 

 

 

 
 

 

 

研究による新情報の獲得・ 

積み重ね 

 

●常に他者の動向に注意 

他者をしのぐ研究 

方向変換 

●他者技術の権利化阻止 

(SDI＝戦略的新情報調査) 

●まだ他人が権利化していない情報 

特許出願 

研 究 

 

   

 

 

 

 
 

 

新情報の集大成 

●論文発表(出願後) 

他者との違いを打ち出す 

 

●成果評価 

他者の客観的な情報と比較 

 

成 果 
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Ｑ．なぜ専用端末を導入することになったのですか？ 

Ａ．今回導入する特許電子図書館は特許庁が持っているデータを無償で一般公開しているものです。 

現在でも通常のパソコンからでも利用可能です。しかし利用者が多いため回線が混んでいる場合が

多いこと、プリントアウトに時間がかかることなどからこの方法では使い勝手が良いとは言えません。

勿論このような状況を改善するため工業所有権情報・研修館の方でも努力されています。しかし、特

許情報の重要性から考えて利便性の向上は 1日でも早い方が良いと考えておりましたところ、今回幸

いにも同館の方から無償で専用端末を貸与していただけるというお話がありましたのでこれを好機と

して当大学も専用端末機を導入することとした次第です。 

 

Ｑ．専用端末にはどういう特徴があるのですか。 

Ａ．専用端末は専用回線を使用していますので何時でも直ちに繋がります。又ディスプレイも大きく、表示

画面も専用端末用に特別な構成になっています。又アウトプットも一般のパソコンで使用する場合よ

りも格段に早く又鮮明に印刷することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ．どのような検索ができるのですか？ 

Ａ．特許、実用新案、意匠、商標のいわゆる産業財産権４法に関する出願情報から権利情報に至るまで

の全情報が網羅されています。国内のものの他、外国の文献も調査することができます。（但し、調査

方法は限定されます。） 

 

Ｑ．利用手続きはどうすればよいのですか。 

Ａ．設置場所は利用頻度を考え研究者の方に身近な場所をということで工学部大学院棟をお借りするこ

とと致しました。（1 階の旧更衣室）しかしこの設備は全学共用設備ですので他の学部の方も遠慮なく

ご使用下さい。利用時間に関しても特に制限は設けておりませんが深夜のご利用はご遠慮願いたいと

思っています。ご利用の場合には事前に知的財産センターまでご連絡をお願いします。（部屋の鍵を

お貸し致します。）ご自身でご利用いただくのが原則ですがご希望があれば当分の間は知的財産セン

ターの係員が操作方法などをお教えいたします。操作方法や検索に関する講習会も装置の導入にあ

わせて実施したいと思っておりますので是非ご参加をお願いします。   

 

 

ご利用をお待ちしています。 
 

 

 はやい 

 きれい 
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商用データベース（代表的なもの） 

 

データベース名 提供機関名 内容 
有償 

無償 

特許電子図書館(IPDL) 
(独)工業所有権情報・研

修館 
国内特許･実用新案･意匠･商標 無料 

ＰＡＴＬＩＳ ㈱パトリス 特許・実用新案 有料 

ＰＣＴ公報検索サービス 発明協会 ＰＣＴ公報(国際公開公報) 有料 

ＤiaLog Dialog社(作成者は別) 
70 ｹ国以上の特許その他の技術

文献 
有料 

ＪＯＩＳ 
ＪＳＴ 

(科学技術振興機構) 

科学技術に関する文献(論文な

ど)、研究テーマ情報(約２万件) 
有料 

ＪＤream 
ＪＳＴ 

(科学技術振興機構) 

国公立試験研究機関、大学の学

術機関と病院等医療を対象とし

た文献検索システム 

固定 

料金 

ＳＴＮ 
ＪＳＴ 

(科学技術振興機構) 

日本・米国・ドイツの科学 

技術情報(約２億件) 
有料 

ＤＩＬ(Derwent Innovations  

Index) 
Derwent社 

40 ｹ国(WIPO,EPOを含む)の 

特許検索 
有料 

Ｂrandy ﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ社 商標(全世界) 有料 

・資料提供は特許情報活用ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 奥村 隆一 氏 

・以上の他民間機関によるデータベース多数有。 

・有料のものは当大学はいづれも契約しておりません。 
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 特許電子図書館 専用端末はここが違います！  
 

電子図書館は通常のパソコンでも使用可能ですが専用端末はここが違います。 

①待ち時間なしに繋がります。（パソコンの場合大抵待ち時間が発生します。） 

②表示ディスプレイが大きくて見やすくなっています。画面の構成も違います。（表示

情報量が多い。） 

③早く印刷ができます。パソコンの場合数頁ある特許公報でも 1 頁ずつしか印刷でき

ませんが専用端末では８頁まで一度にプリントアウトすることができます。 

④印字がきれいです。 

⑤要約を打ち出した場合パソコンでは打ち出せない情報が出ます。（アウトプットのレ

イアウトが違います。） 
 

 検索百般ができます。  
 

国内特許、実用新案、意匠、商標の検索など特許庁が保有する全てのデータの検索が

可能です。（出願人別検索、キィーワード検索など） 

 

 利用方法  
 

①ご利用に当たっては事前にご予約をお願いします。（知的財産センター：内線 2074） 

②部屋の鍵は知的財産センター（VBL ４F）又は工学部事務室で保管しています。 

③ご利用はご自身でお願いします。利用方法がお分かりにならない場合には当分の間

知的財産センターの係員がご案内致します。 

④ご利用が済みましたら部屋に備え付けの利用簿に利用者の氏名、利用時間など所定

の事項をご記入願います。 

⑤利用日時、時間には特に制限を設けていません。（深夜のご利用はご遠慮願います。） 

 

 

 

 記念式典  

日時：平成 17 年７月 15 日（金）式典 12:30～12:40、使用方法の説明 12:40～13:00 

場所：工学部大学院棟１F、IPDL 室 

（関係者の方には別途ご案内申し上げます。） 
 

 特許情報検索講習会（第 1回）  
 

日時：平成 17 年７月 15 日（金）（上記式典に引き続き実施）PM13:05～14:30 

場所：工学部大学院棟、講義：2Ｆセミナー室、実習：IPDL 室（上記と同一場所）  

対象：教職員、研究者、大学院生、学生で希望者（先着 10 名程度） 

講師：特許情報活用ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ（発明協会） 奥村 隆一 氏 
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ｷﾁﾝ・ｷﾄｻﾝ特許 MAP説明会 (2頁) 

8月２４日（水）：15:00より、VBL4階セミナー室で開催します。（解説者は森敦氏） 

関係者及び興味のある方はご参加下さい。 

ライセンスセミナー（中国経済産業局主催） 

日時：8月 8日（月）：14:00より、工学部大学院棟６Fセミナー室で開催します。 

（講師は発明協会広島県支部吉岡 洋治氏）どなたでもご自由にご参加願います。 

研究室訪問 

各学部と知的財産センターとの意思疎通を図るため、各研究室を訪問することを

計画しています。ご協力宜しくお願いします。 

QA集：「知財推進計画２００５」 (4頁～) 

６月 10 日に決定された政府の「知的財産推進計画 2005」について解説します。 

  特許電子図書館（IPDL）専用端末導入記念式典 (２頁) 

７月 15 日（金）に記念式典と検索に関するセミナーを行ないました。 

鳥大の特許を紹介 

 新技術説明会（JST（科学技術振興機構）主催、於ｷｬﾝﾊﾟｽｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀ （ー東京））

で鳥取大学の技術を紹介しました。（7 月 29 日） 

発  表：①脈派による血管年齢測定装置（徳高先生） 

②工作機械（岡本先生） 

パネル展示：①着衣型心電図電極（長谷川先生） 

②音楽とリラクゼーション（深田先生） 

「研究特別支援」テーマ決定 

６月末締め切りの研究支援特別テーマは「風力発電」（林 先生）に決定。 

（「大学発ﾍﾞﾝﾁｬｰ特別支援」企画は応募がありませんでした。） 

 

知的財産センターはインターンシップの学生を受け入れています。 

 

鳥大知財ニュース 

発行：知的財産センター 

（１２号） 

2005年８月１日 

予定 

解説 

報告 
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（特許電子図書館専用端末導入記念行事） 

 

 特許情報でここまで分かる！  
（技術分野別特許情報セミナー） 

 

１．内容：特許流通支援チャート（（独）工業所有権情報・研修館制作）に基づき

各技術分野の特許調査の結果を解説します。 

（同チャートは、各技術分野の特許調査の結果をまとめたレポートで 1件あたり 

約 200～400頁です。 

今回は平成 14年度と 15年度制作のチャートの中から鳥取大学に関係の深 

い 7テーマを選択しています。）８月以降順次開催します。（1回/月程度） 

２．対象：各技術分野の研究者（個別にご連絡申し上げます。） 

３．技術分野と日程の予定 

①8月２２日：「キチン･キトサン利用技術」（平成 15年度調査）                           
②9月：「食品廃棄物の処理と利用」（平成 15年度調査） 

③10月：「機能性食品」（平成 1４年度調査） 

④11月：「バイオマスエネルギー」（平成 15年度調査） 

⑤12月：「照明用 LED技術」（平成 15年度調査） 

⑥平成 18年 1月：「ナノ構造炭素材料」（平成 1４年度調査） 

⑦平成 18年２月：「土壌改良技術」（平成 15年度調査） 

 

第１回説明会のお知らせ 

テーマ：キチン・キトサン 

日 時：８月２２日（月）AM１０：００～１２:００ 

場 所：VBL４階 セミナー室 

講 師：森 敦 氏（生命機能研究支援センター） 

聴講自由（関心のある方はご参加願います。） 
 

 

講師募集 
 

９月は「食品廃棄物の処理と利用」です。 
第２回目以降の説明会の講師になっていただける方を募集しています。 

    研究の役にも立ちます。関係者の方はどんどんご応募願います。 

（薄謝進呈） 

連絡先 知財 松井（外３１-６０９４） 
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７月 15日（金）12時 30分から工学部大

学院棟１階に新設された特許電子図書館

室に於いて、専用端末のテープカット式

典を開催しました。 

中村知財センター長の挨拶に引続き能勢

学長、岩崎理事などによるテープカット

が行なわれました。 

午後には、奥村特許情報活用支援アドバ

イザーによる操作マニュアルなど情報検

索セミナーを開催しました。 

特許電子図書館専用端末導入 

テープカット式典を挙行 

特許電子図書館をご利用下さい。 
場所：工学部大学院棟１F 特許電子図書館室 

利用申し込み・お問い合わせ：知財ｾﾝﾀｰ（内 4072） 

 

 きれい 

 

（奥村講師 ↓） 

 

 
 

 きれい 

（日本海新聞 H17.7.16朝刊） 

 

 はやい 
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 知的財産推進計画 2005  

 

Ｑ．知的財産推進計画とはどういうものですか？ 

Ａ．２００２年２月に、わが国が知的財産立国を目指すという方針が国の方で打ち出されました。同年の

１１月にはそのための立法も行われました。（知的財産基本法）また翌年には政府内に知財戦略本

部が設けられました。２００３年７月には、知財戦略本部で最初に知的財産推進計画が作られまし

た。 

知財推進計画には日本が「知財立国」を目指すための国家戦略が具体的に取り決められていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ．どのような範囲を射程にしているのですか。 

Ａ．内閣の知的財産戦略本部が関係各省の施策などを取りまとめて作成されていますので非常に広範

囲に亘る網羅的なものとなっています。 

《構 成》 

第１章 知的財産の創造 

第２章 知的財産の保護 

第３章 知的財産の活用 

第４章 コンテンツをいかした文化創造国家への取組 

第５章 人材の育成と国民意識の向上 

 

第１章から第３章まではいわゆる知的創造ｻｲｸﾙの順序にしたがってその内容について詳細に敷衍さ

れています。 

 

 

 

 

 

 

《経 緯》 

２００２年１１月 知的財産基本法成立 

２００３年３月 知的財産戦略本部発足 

２００３年７月 知的財産推進計画決定 

２００４年５月 知的財産推進計画 2004決定  

２００５年６月 知的財産推進計画 2005決定  

知的創造サイクル

利
益

知的財産の創造

知的財産の活用
特許権

知的財産の保護

出
願
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Ｑ．基本的な概念はどうでしょうか？ 

Ａ．本推進計画は我が国が得意としてきた｢ものづくり｣だけではなく、技術、デザイン、ブランド、コンテ

ンツなどの「知恵づくり」「情報作り」などの知的財産の創造を国家発展の基盤と考えています。すな

わち知識が生み出す付加価値の重要性に着目し、それをもって競争力の源泉と位置づけ、技術革

新・イノベーションによる革新的な製品・サービスの提供によって不況からの脱出、経済の活性化を

めざしています。このようにいわゆる知的財産を単に技術的なものに限定することなくコンテンツや

ブランドといった文化的なものにまで広げて解釈していることが特徴です。知的創造活動の活性化

とその適切な保護を国家の基本指針とし、その実現を図ることによって日本経済の活性化や日本

文化の発展をはかる国家政策のあり方を「知的財産立国」と呼んでいますが、今回の推進計画は

「知的財産立国」に向けてのガイドラインの２００５年度版とも言うべきものです。 

Ｑ．大学とはどういう関係があるでしょうか。 

Ａ．推進計画では大学を知的財産創造の場として最重点をおいています。 

推進計画の最初の第１章１の冒頭で「大学における知的財産の創造の推進」が唄われていますし２．

の「産学官連携の推進」においてもまず大学の役割に大きな期待が寄せられています。この冊子の

目次を見れば如何に大学の存在が重要視され且つ大学に対する期待の大きい事が一目瞭然でしょ

う。１５頁から２７頁まで１３頁に亘って大学に関係する記載がなされています。推進計画は全体が１２

８頁（参考資料などを除く））ですから、実にこの部分だけで１割が大学に関する記述で占められてい

る訳です。この他の部分にも大学に関する記述がありますからこの計画に占める大学のウエートは

非常に高いものとなっています。大学人としてはその責任の重さに気の引き締まる思いがします。 

Ｑ．大学における知的財産の創造についての施策はどうですか？ 

Ａ．先ずルールの整備では、発明等についての機関帰属や一元管理のルールが未整備な大学は２００

５年度中に整備するように求められています。我が大学では機関帰属を定めた４カ条からなる「知財

ポリシー」が昨年４月に制定されていますが、本年度にはさらに詳細な基本方針である「知的財産方

針」の制定、ノウハウの管理や知財の実施許諾に関する規則などの整備を予定しています。 

また体制面では、各大学は自己の創意工夫による知的財産本部機能を充実強化すべきものとされ、

国はスーパー産学官連携本部活動の支援、先行大学から知財管理ノウハウの近隣大学への移転

支援、地場産業の活性化を図るなどの地域貢献型知的財産活動の支援を行うこととされています。 

Ｑ．資金面でも国は援助をしてくれるのでしょうか？ 

Ａ．費用援助面では大学や TLO の海外や国内の出願経費を競争的原理の下で充実することになって

います。また競争的資金については、昨年度から間接経費の一部を特許関連経費に充当できることが

明確化されましたが、本年度はこれを周知し、その使用を奨励することとされています。共同研究にお

いてもその成果を事業化に結びつけるための知的財産の戦略的取得・維持に必要な資金を確保する

こととされています。そのために企業からの共同研究費のうち、知的財産の取得･維持に必要な経費を

間接経費としてあらかじめ確保することが奨励されています。 

Ｑ．知的財産に対する取り組みが大学としての評価につながるのでしょうか？ 

Ａ．国立大学法人や研究開発型独立行政法人に対する事後評価にあたっては各機関の知的財産に関

する取組状況に配慮し、その結果を公表することとされています。 
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Ｑ．研究開発についても触れられているのですか。 

Ａ．研究そのものに関しては、特許情報の活用について触れられています。論文と特許の統合検索ｼｽ

ﾃﾑの運用開始に向けて、データベース管理などの支援を行うこと、又特許電子図書館（IPDL）の機能

向上に努めるとともに、大学等に専用回線を介して利用可能とするなどの方針が打ち出されていま

す。後者に関しては当大学は既に他大学に先駆けて７月に IPDL の専用端末を導入しています。この

ほか研究施設・設備の改善についても触れられています。 

Q．産学官の連携についてはどうですか。 

Ａ．知的財産を軸とした産学官連携を推進するためにまずその基盤を強化することとし、研究、教育、

産学官の各任務について勤務形態を柔軟に配慮したエフォート管理を導入して研究者が社会貢献

に十分な時間が割けるようにすることが明記されています。又中小企業などに対する共同研究や

技術指導などを研究者の職務と位置づけ研究者の評価対象とすることに大学の自主的な取り組み

を促すこととされています。昨年４月に制定された当大学の知的財産ポリシーは、まず第１条におい

て「知的財産は重視し、業績として評価する。」と明確に規定しています。 

Ｑ．そうは言っても産学官の連携についてのルールが今一つはっきりしていないように思

いますが。 

Ａ．当大学でもそういう感じがなきしもあらずです。今回の推進計画では共同研究･受託研究のルール

を明確にすること、大学の秘密管理を推進すること、契約の柔軟性を確保すること、利益相反ルー

ルを明確にすることなどが唄われています。 

 Q．大学発ﾍﾞﾝﾁｬｰは１０００社の目標を達成したそうですが。 

Ａ．４年前に平沼プランによって大学発ﾍﾞﾝﾁｬｰ１０００社計画なるものが打ち出されましたが、２００５年３

月末で１１１２社となって数の上での目標は達成されました。しかし経営内容はまだまだと言われてい

ます。当大学の大学発ﾍﾞﾝﾁｬｰは今まで２社（SOMジャパンと隼内水面研究所）でしたが６月に１社（ク

ロモセンター）が設立されて現在３社になっています。 

今回の推進計画では大学発ﾍﾞﾝﾁｬｰの経営を支援すべくﾍﾞﾝﾁｬｰによる大学の研究施設･設備の利用

や大学保有特許の使用に関して優遇措置を導入することを促すこととされています。 

Q．知的財産を生み出せといわれてもまず大学での環境整備が先決だと思うのですが。 

Ａ．そのために推進計画では①実施料収入を個人や研究室へペイバックしてインセンティブを付与す

る、②知的財産が創造される分野での資源配分や業績評価における評価項目として知的財産の取

得・活用の状況を指標として活用する、③研究における特許発明の使用の円滑化、研究ノートの導入

の奨励、知的財産管理の電子化の促進などが掲げられています。 

Q．最初にデザインなども知的財産だというお話がありましたが、当大学でも芸術文化ｾﾝﾀ

ｰなどでデザインの創造などを行っていますが。 

Ａ．推進計画では大学等のデザイン力をいかした産学官連携活動の自主的な取組を促すこととされて

います。ここでも大学の役割が期待されている訳です。 
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Q．今までのお話は知的財産の創造に関するお話ですね、保護についてはどうですか。 

Ａ．まず知的財産の保護を強化することが唱われています。内容としては①特許審査を迅速化する、

②柔軟な特許審査を推進する、③知的財産権制度を強化するなどです。 

より具体的には迅速･的確な特許審査の実現、出願人のニーズに応じた審査時期の担保、出願人と

の意思疎通を蜜にする、医療特許制度の整備、営業秘密の保護強化などが掲げられています。 

次に模倣品･海賊版対策を強化することが課題とされています。海外から日本に入ってくる特許侵害

品やニセモノによる被害状況を把握し、水際での取り締まりなどを強化するなどの対応策が盛り込ま

れています。 

Q．知的財産の活用はどう扱われていますか。 

Ａ．知的財産は活用するために取得するものであって活用あっての知的財産です。 

知的財産には他者による模倣から技術を防御するという側面もありますが、それを実施したり、ライ

センスするなど積極的に活用して始めてその存在価値が発揮されるのです。国は、企業が知的財産

を収益源とする「知的資産経営」を促進するものとされています。また知的財産を担保とする資金調

達制度の利用促進もはかることとされています。 

今回の推進計画では地域経済の担い手である中小・ﾍﾞﾝﾁｬｰ企業が知的財産を創造し、それを有効

に活用して事業に結びつけることを支援するために政府としても抜本的な対策を講じる必要があると

されています。 

さらに、地方公共団体が知的財産に関する戦略策定を奨励し、知的財産を活用した地域振興策をと

ることを積極的に支援すべきものとされています。 

Q．コンテンツとはどのようなものですか。 

Ａ．我が国にはエンターテイメント・コンテンツ（映画、音楽、ゲーム、アニメなど）やファッション、食、地

域ブランド等の世界に誇れる知的･文化的資産が存在します。これら（「ソフトパワー」と呼ばれていま

す。）を有効活用することにより新しいビジネスチャンスの創出や海外市場への展開を図り、延いて

は「日本ブランド」の確立を図ることが期待されています。そのためのプロデューサーや創作者の等

の人材育成、ライブエンターテイメントの振興など幅広い施策が提示されています。 

Q．和食も知的財産と関係があるのですか。 

Ａ．「ライフスタイルをいかした日本ブランド戦略を進める」とされ「豊かな食生活の醸成」のため国民運

動として食育を推進することとされています。（これに関する基本法案も現在国会に提出されていま

す。）また日本食に関する知識や技術を世界に普及させると共に、日本産食材の輸出を倍増すること

も計画されています。 

Q．地域ブランドと聞けば鳥取とも関係がありそうですが。 

Ａ．最近は「関サバ」（下関のサバ）や「マル福ブランド」（福岡県野菜）などという言葉を聞かれた方も多

いと思います。地域の名称が商品としての優秀性を表すものとして使用されているわけですね。地域

のイメージが商品のイメージとして利用されているわけです。鳥取と頭にかぶせれば「味の良い梨」

「おいしいカニ」というイメージに繋がります。このような地域特有の商品名を「地域ブランド」と呼んで

います。地域の名称を商品の名称にするといっても、地名は地域住民全体の共有財産として誰もが

使用可能なものであって特定の誰それに独占使用を認めるといったような性格のものではありませ

ん。したがって従来の商標概念からは商標として認めにくかったのですが、地域ブランドが地場産品

の販売促進、付加価値の向上に役立つということで、本年 6 月に商標法が改正されて地域団体商標

として登録が可能になりました。推進計画では、このような地域ブランドづくりの支援、産学官の連携

や観光産業との連携、展示会や見本市の開催の支援などを行い地域振興をはかるものとされていま

す。 
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Q．ファッションは感覚に訴えるもので、知的創造そのものという感じがしますね。 

Ａ．ファッションについては、日本のファッションの魅力をたかめ、積極的に海外に発信することとされて

います。日本のファッションﾋﾞｼﾞﾈｽの国際競争力を高めるため、作り手の能力を向上させてﾋﾞｼﾞﾈｽの

基盤を強化することとし、デザイナーなどの人材を発掘し、養成することとされています。 

Q．そうなれば日本の衣も食も知的財産ということになりますね。 

Ａ．日本の伝統的な優れたファッションも日本料理の調理方法も知的財産に関連しています。 

そうなってくれば日本文化そのものが言わば「日本ブランド」として世界に誇れる知的財産であると言

うことになります。 

推進計画でも日本の魅力を再評価し、海外への情報発信を行うこととされています。 

Q．いまお伺いしたような知的財産を運営していくにはそのための人材が必要だと思うの

ですが、その点はどうなっていますか。 

Ａ．推進計画では弁護士。弁理士、企業における知財担当者などの増員や資質の向上が要請されてい

ます。ポストドクター等を知的財産専門人材として活用することも記載されています。ここでも高等教

育機関としての大学に対して大きな期待が寄せられています。すなわち知的財産専門人材育成機関

を整備することとされ、法科大学院、技術経営（MOT）プログラム、知的財産専攻学部などにおいては

休日や夜間の講座の拡充するなど社会人教育や実務家教育を容易にするための大学の取組が促さ

れています。また知的財産教育に関しては小学校から大学教育に至るまでの各段階において知的

財産教育を推進することになっています。さらには産業界の意識改革や国民の啓発活動を強化する

ことになっています。 

Q．全く知的財産なくしては世の中が動かないという感じですね。 

Ａ．全くそのとおりです。知的財産というものが如何に広範で身近なものであるかということが良くお分

かりいただけたことと思います。現今では知的財産なしには夜も日も明けないといったところでしょう

か。（笑い） 
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バイオマス特許 MAP説明会 (2頁) 

特許 MAP説明会の第２回目としてバイオマス特許についての説明会を開催します。 

日時：9月 29日（木）15：00  場所：VBL４Fセミナー室 

多数ご来場下さい。 

特許集中セミナー(3頁) 

9月 28日（水）：14:00より、VBL４Fセミナー室で開催します。 

講師は青山特許事務所代表 河宮治氏です。 

特許相談会（９月） 

9月の特許相談会は 9月 15日（木）15:00です。相談ご希望の方はご予約下さい。 

 

 

ｷﾁﾝ･ｷﾄｻﾝ特許 MAP説明会開催 (2頁) 

8月 24日（水）に開催した説明会には 28名の参加があり、森敦氏（ポスドク）による説

明の後、研究の方向性に関して活発な議論が行われました。 

 

 

QA集：「特許の出願から成立まで」 (4頁～) 

特許出願に関する学内手続き、特許庁における手続きについて説明します。 

「有限責任事業組合」制度発足(8頁) 

8 月 1 日にスタートした有限責任事業組合（LLP）について解説します。この制度は大

学発ﾍﾞﾝﾁｬｰなどの新規事業を起こすのに便利な制度です。 

今までは大学発ﾍﾞﾝﾁｬｰは有限会社として設立される場合が多かったのですが来年度

には有限会社制度は廃止されます。 

 

 
今月号から外部のニュースも掲載しています。 

 
お問い合わせは知的財産ｾﾝﾀ-へ：VBL４F（0857-31-6000） 

鳥大知財ニュース 

発行：知的財産センター 

（１３号） 

2005年９月１日 

予定 

解説 

報告 
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キチン・キトサン特許ＭＡＰ説明会を開催 
  

８月２４日（水）ＶＢＬ４Ｆセミナー室に於いてキチン・キトサ 

ンの特許説明会を開催した。予想を大幅に超える約３０名 

の参加があった。 

岩崎理事の挨拶に続いて森敦氏（ポスドク）による解説 

があった。 

その後、他企業との比較に於ける鳥取大学のキチン・キト 

サン研究のあり方について活発な議論が行われた。 

 
 

（特許電子図書館専用端末導入記念行事） 
  

第２回 特許ＭＡＰ説明会のお知らせ 
 
テーマ：バイオマスエネルギー  

日 時：９月２９日（木）PM１５：００～１７:００ 

場 所：VBL４階 セミナー室 

内 容：企業の特許、研究内容その他 

講 師：赤星 智寛氏（大学院修士課程） 

聴講自由（多数のご参加をお待ちしています） 
 

今後の予定 

 

（独）工業所有権情報・研修館制作の特許流通支援チャートに基づき当大学に関係の深

い技術分野の特許調査の結果を解説します。 
① ８月：「キチン・キトサン利用技術」（平成 15年度調査、H17.8.24済） 

② 9月：「バイオマスエネルギー」（平成 15年度調査、H17.9.29予定） 

③10月：「照明用 LED技術」（平成 15年度調査）  

④11月：「食品廃棄物の処理と利用」（平成 15年度調査） 

⑤12月：「機能性食品」（平成 1４年度調査） 

⑥平成 18年 1月：「ナノ構造炭素材料」（平成 1４年度調査） 

⑦平成 18年２月：「土壌改良技術」（平成 15年度調査） 
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（学外情報） 

 

 

 

 

１． 鳥取大学は収益の優等生（文部科学省） 

この程国立大学法人化後初の２００４年度決算の概要が発表された。それによるとわが

鳥取大学は純利益額は３１億円で１０位となっている。(一位は大阪大学で 71億円)利益

率(純利益÷収入)は約１０％で東京医科歯科大学とトップを争っている。 

２． スーパー産学官連携指定大学決まる（文部科学省） 

大学内の研究リソースを結集し、組織的に産学官連携を推進するための統合的な体制

を目指す大学として東京大学・京都大学など６校が指定された。 

３．セミナー（外部）等のご案内（お問い合わせは知財センター迄） 

特許情報活用セミナー応用編 

（主催：鳥取県知的所有権センター） 

日時 ： ９月６日（火） 

場所 ： 米子インサイトパソコンスクール（米子市） 

特許情報活用セミナー基礎編 

（主催：鳥取県知的所有権センター） 

日時 ： ９月２７日（火） 

場所 ： スイコー商会（倉吉市） 

知的財産権制度説明会 

（主催：特許庁） 

日時 ： ９月２２日（水） 

場所 ： ウェルシティ鳥取（旧鳥取厚生年金会館） 
 

【 主催 ： 特許庁、中国経済産業局 】 
   

産産産業業業財財財産産産権権権セセセミミミナナナーーー（（（学学学内内内実実実施施施）））   
   

１．特許集中セミナー（対象：特許出願を検討中の研究者） 
 ９月２８日(水) １３：００～１７：００  

於：  VBL４Fセミナー室 
講師：河宮 治（青山特許事務所代表、弁理士） 

 

次回以降の予定  鳥取：１０月２８日(金) １１月２４日(木) 

米子：１０月 ５日(水)、１１月 ９日(水)、１２月７日(水) 
 

２．研究者・職員向けセミナ－（対象：教職員、大学院生等、事務職員） 
①地域学部、工学部、農学部向け 
日時：２００５年１２月２１日(水) 15:00～17:30 
於：  ＶＢＬ４階セミナー室 

 
②医学部向け 
日時：２００６年１月２４日(水) 15:00～17:30 
場所は未定 

 
連絡先：電話 0857-31-6000、E-mail：chizai@zim.tottori-u.ac.jp 

大大学学ののううちち・・そそとと  
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ＱＡ集： 発明が特許になるまで  

 学内手続き  

Ｑ．新しいアイデアを思いついたのですがどうすればよろしいでしょうか？ 

Ａ．学内での発明は全て届け出ていただくようになっています。学内で発明されたものかどうか、職務

発明であるかどうか、特許出願できそうであるかどうかなどを問いません。その中から職務発明で

あり、大学の発明委員会が承継することが適当と認めたものを大学で特許出願致します。 

しかし全ての「発明らしきもの」について正式の発明届けを提出していただくのは大変なので、事前

に知財センターにご相談いただくか、発明相談会（月に 1 度開催しています。）でご相談いただきた

いと思っています。 

                                                

 

Ｑ．どのような書類をどこへ提出すればよいのでしょうか。 

Ａ．2 種類の書類を提出していただくことになっています。発明届出用紙が各学部等の事務局にありま

すのでそれにご記入下さい。発明届けには学部長の押印欄がありますが、これは発明届けをする

ことに関するものですので、職務発明かどうか、大学が譲り受けるかどうかなどは、発明委員会で

決定することになっていますので各学部ではこのような問題には判断を加えずに届出があればそ

のまま研究協力課（知的財産センター）まで送付していただきたいと思っています 

提出書類 

発明届け 発明説明書 

発明規則に基づく正式届出 

（記名・押印必要） 

添付説明資料 

（押印不要、不明な点は知財で

記入） 

・発明者 

・発明の名称 

・発明の概要  他 

・発明者と大学との関係 

・技術の種類 

・市場分野  他 

 

Ｑ．発明説明書とはどういうものでしょうか。 

Ａ．発明説明書は規則で提出するように義務付けられた書類ではないのですが、発明に関する具体的

な事項や出願に関するご希望をご記入頂く事になっています。職務発明かどうか、大学が発明を承

継するかどうかを決定する際の参考にさせていただきます。項目の中には専門的な事項（海外出願

ﾙｰﾄなど）に関する記入欄もありますので分からなければ未記入で結構です。（事務局でお聞きして

記入いたします。） 

アイデア 

 
発明相談会など 

 
発明届 
 

学部→事務局
→研究協力課
→知財ｾﾝﾀｰ 

（発明者） 

 
譲受決定 

（発明委員会） （知財センター） 

出 願 
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Ｑ．発明届けをすると後は大学内でどのように扱われるのでしょうか。 

Ａ．10 人からなる発明委員会で審査をします。職務発明であるかどうか、大学が承継する価値がある

かどうかを審査し、承継と決まった場合は大学で出願手続きをし、そうでない場合は発明者（届出者）

にその旨を通知します。後者の通知があった場合はご本人で自由に出願していただいて結構です。

発明届けが出ていませんと個人で出願されても後から大学に譲渡していただく場合があります。 

 

特許庁での手続き 

Ｑ．特許は出願するとどうなるのですか？ 

Ａ．大学では出願は特許事務所に依頼して行っています。出願の方法としては書面による方法と電子

出願との2つの方法があります。（特許法第36条）出願書類を受け取ると特許庁は先ず出願に必要

な書類がそろっているかどうか、記入事項に漏れがないかどうかを確かめます。これを方式審査と

呼んでいます。もし出願書類に不備があるとその部分を補正するように指令書が出されます。（これ

を補正命令と言います。）（第１条③） 

Ｑ．出願後に明細書や図面を修正したいときはどうすればよいでしょうか。 

Ａ．この場合は手続補正書により先に提出した書類を補正します。（第 17条の 2） 

 しかし自由に補正を認めると後から権利範囲を拡大することが可能になり、先に出願した方が優先

するという「先願主義」の原則に反することになります。そこで補正内容について一定の制限が設けら

れています。  

Ｑ．公開制度はなぜ設けられているのですか。 

Ａ．出願から 1年半経過すると出願が公開されます。（第 64条①）公開は公開特許公報を発行すること

によっておこなわれます。（第 64 条②）発明や技術は本来は非公開で権利化されたもののみ公開

するとした方が望ましいのですが、権利化まで長期間を要する現状に鑑み、早期に公開することに

よって他社が重複研究したり、重複した出願がなされることを防止しようという趣旨から公開制度が

設けられています。1 年半でも遅すぎると考える出願者には平成 12 年からそれ以前に早期公開を

請求することができるようになりました。（第 64条の 2） 

Ｑ．公開されるとどのような権利が生じるのでしょうか？ 

Ａ．公開段階ではまだ特許にはなっていないので実施許諾することはできません。しかし公開されると

他者がそれを見て模倣することができるようになります。そこで特許法は、公開後は出願者が実施者

に警告した場合や実施者が出願を知っている場合には、出願者は実施者に補償金を請求することが

できる事としています。（第65条①）補償金の請求は特許になった後遡って請求することになります。 

Ｑ．特許庁はいつ審査をしてくれるのですか。 

Ａ．そのままでは特許庁は審査をしてくれません。出願後何年も経つと技術が陳腐化し、事業化するだ

けの価値がなくなってしまうことがあります。そこで出願者が本当に権利化したいかどうかを改めて判

断し、権利化を希望する場合にはその旨を請求するというシステムが採用されています。（第 48 条

の 3①）この審査請求があって始めて審査官が実体審査をおこなうことになります。審査請求は出願

後３年以内におこなうこととされています。審査請求は出願と同時に行うこともできます。期限内に審

査請求をしなければ特許出願はとり下げたものとみなされます。（第 48条の 3④） 

Ｑ．審査を急いで欲しいときはどうすれば良いでしょうか。 

Ａ．他に出願した特許と同じ技術を実施している人がいるなどの理由で権利になるかどうかを知りたい

又は早く権利にしたいというような場合があります。このような場合に備えて早期審査と優先審査の 

制度（第48条の 6）が設けられています。これは出願人の請求によって早期の審査をする制度です。早 

 



 6 

 

期審査は出願人が技術を実施している場合や外国にも出願している場合に認められます。大学は 

このような要件とは無関係に早期審査を請求することができます。これは大学での研究成果を早期事

業化に結びつけることができるように特許庁が特例的にみとめてくれているものです。優先審査は特許

侵害者がいるような場合に出願人の請求により優先的に審査を行うものです。特許侵害の警告を受け

た第三者もこの請求を行うことができます。 

Ｑ．審査はどのように行われるのですか。 

Ａ．審査請求が行われると審査官が出願内容を審査します。（第 47条第 1項） 

その結果新規性がない、進歩性がない等の拒絶理由がない場合には審査官は特許査定をします。

（特許法第 51 条）しかし審査官が特許にならない要件があると認めたときは出願人に拒絶理由の通

知をします。（特許法第 50 条）これに対しては出願人は意見書で意見を述べたり手続補正書によっ

て出願内容を修正したりすることができます。又審査官に直接面接して意見を述べることもできます。

それで審査官の納得が得られれば良いのですがそうでない場合には拒絶査定となります。（第 49

条）それでも出願人が納得できないときは指定期間（通常は 30 日）内に審判請求を行って再度審理

を求めることができます。（第 121条） 

Q．他の人が意見を申し立てる制度はないのですか。 

Ａ．以前には公告制度というものがあって審査官が特許にしても良いと考えた場合には一旦その旨を

公告しそれに対して、利害関係者が異議を申し立てる制度が採用されていましたが現在ではどちら

も廃止されています。しかし公報をみて特許にしたくないと思った人は現行法下においても審査官

に意見書を提出することもできますし、特許後無効審判というものを起こすこともできます。（第 123

条） 

Ｑ．特許査定になれば特許になったということになるのでしょうか。 

Ａ．それは少し速すぎます。特許査定になった場合にはその謄本が出願人に送達されますのでその日

から 30 日以内に 3 年分の特許料をまとめて特許庁に納付します。（第 107 条第 1 項）納付がなさ

れれば特許庁長官が特許登録原簿に特許権設定の登録をします。そこではじめてめでたく特許と

なります。（第６６条第１項） 

Q．特許以外の権利についてはどうでしょうか。 

Ａ．意匠、商法なども成立過程は大体特許に準じて考えて良いのですがそれぞれの権利の種類に従い

差異が存します。 

 

 特  許 実 用 新 案 意  匠 商  標 

対 象 発 明 考 案 意匠の創作 

（デザイン） 

営業用マーク 

（創作ではない） 

特 徴 ・実体審査有り 

・権利範囲は同一性

の範囲に限る 

・無審査（実体審査

なし） 

・権利行使には実用

新案技術評価書必

要 

・出願公開制度なし 

登録後公表 

（但し秘密意匠は登

録日から３年以内の

指定期間内は公表

されない） 

・実体審査有り 

（審査請求制度なし） 

・出願公開制度あり 

・実体審査あり 

（審査請求制度なし） 

 

存続期間 出願から２０年 出願から１０年 登録日から１５年 １０年ごとの更新に

より無期限に保護 
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特特特許許許成成成立立立まままでででのののフフフロロローーーチチチャャャーーートトト   

   

特許査定 

特許料納付 

登 録 無効審判 

補正命令 

出願受理 

方式審査 

出願公開（１年６か月後） 

出願審査請求（出願後３年以内） 

実体審査 

意見書 
        提出 
補正書 

査定不服審判請求 

( 第 三 者 ) 

拒絶理由通知 
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「有限責任事業組合」制度８月１日発足 
英国の LLP（Limited Liability Partnership）がモデル 

 
 

 

 

 

 

 

・組合（民法）の一種ですが、組合とは異なり法務局への登記によって成立します。 

・契約ですので設立に当たっては複数人が必要です。 

（会社のように一人では設立できません。） 

・現物出資は不動産、動産、知的財産などが可能です。民法の組合とは異なり

労務の現物出資は認められません。 

・法人格はありませんので契約は各組合員が組合の決定に基づき組合の肩書

きつきで契約し、その効力は全組合員に及びます。 

・組合の債務に関する組合員の責任は有限責任です。 

民法上の組合は分割無限責任ですので大きく異なります。しかし債権者から見

ればこの点は難点ですので外部資金の導入などに当たってはメリットにもデメリッ

トになります。 

・業務執行方法（権限）は組合契約で自由に定めることができます。会社の取

締役会や監査役に対応するものも必要ありません。 

・事業規模が拡大しても合同会社や株式会社への組織変更の方法はありませ

んからこの点は注意を要します。 

・組合ではなく構成員個人に課税されます。（個人にとってメリットになる場合と

デメリットになるばあいがあります。） 

 
 

 

 

 

                     有 限 責 任 

３３３   大大大   特特特   長長長         構 成 員 課 税 

        自 由 な組 織 と経 営 

大学発ベンチャーに強力な味方登場！ 

大きく変貌する会社制度（H18.6施行予定） 

 

株式会社    （内容多様化）  株式会社 

有限会社    （廃  止）   有限会社型株式会社 

（取締役会非設置会社） 

                            （新設）＊合同会社  （*米国 LLC型） 

合資会社     （一部変更）    合資会社  持分会社 

合名会社     （一部変更）    合名会社 
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照明用ＬＥＤ特許 MAP説明会 (2頁) 

日時：10月 27日（木）15：00より 

講師：地域共同研究センター前田先生 

場所：VBL４Fセミナー室 

特許集中セミナー（3頁） 

米子：10月 5日（水）13：00より。於：医学部保健学科棟２階第２会議室 

鳥取：10月 28日（金）13:00より。於：VBL４Fセミナー室 

中国･四国地区知的財産連絡会 

日時：10月 2１日（金）13：30より 

場所：VBL４Fセミナー室 

対象:中国四国地区の大学知的財産業務担当者 

衛星中継による知的財産セミナー 

日時：10月 7日（金）、14日（金）、19日（水）、28日（金）の 4回 

いずれも 15：00～17：00 

場所：大学院棟２Fゼミナール室で受信 

特許相談会（10月） 

日時：10月 17日（月）13：00より（ご予約願います。） 

場所：VBL４F知財センター 
 

バイオマスエネルギー特許 MAP説明会開催 (2頁) 

日時： 9月 29日（木）15：00より 

講師：赤星智寛氏（大学院修士課程） 

場所：VBL４Fセミナー室 
 

QA集：「医療特許」 (5頁～)  

今月は最近改正された医療特許についての解説です。 

鳥大知財ニュース 
知財 HP‥http://www.vbl.tottori-u.ac.jp/%7Eipmc/ 

 

発行：知的財産センター 

（１４号） 

2005年 10月 1日 

解 説

 予定 

 
本号には上期発明届け出状況を掲載しています。（4頁） 

予 定

 予定 

 

報 告

 予定 
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 バイオマスエネルギー特許ＭＡＰ説明会を開催  
 

９月２９日（木）ＶＢＬ４Ｆセミナー室に於いてバイオ 

マスエネルギーの特許説明会を開催した。 

他者の特許及び鳥取大学におけるバイオマスエネ 

ルギー研究の特徴について赤星智寛氏（大学院修 

士課程）による解説があった。 

      

   
 

（特許電子図書館専用端末導入記念行事） 
  

第３回 特許ＭＡＰ説明会のお知らせ 
 
テーマ：照明用 LED技術 

日 時：１０月２７日（木）PM１５：００～１７:００ 

場 所：鳥取大学 VBL４階 セミナー室 

内 容：企業の特許、研究内容その他 

講 師：前田尚良氏（地域共同研究センター助教授） 

聴講自由（多数のご参加をお待ちしています） 
 

今後の予定 

 

（独）工業所有権情報・研修館制作の特許流通支援チャートに基づき当大学に関係の深

い技術分野の特許調査の結果を解説します。 
① ８月：「キチン・キトサン利用技術」（平成 15年度調査、H17.8.24済） 

② 9月：「バイオマスエネルギー」（平成 15年度調査、H17.9.29済） 

③10月：「照明用 LED技術」（平成 15年度調査、H17.10.27予定）  

④11月：「食品廃棄物の処理と利用」（平成 15年度調査） 

⑤12月：「機能性食品」（平成 1４年度調査） 

⑥平成 18年 1月：「ナノ構造炭素材料」（平成 1４年度調査） 

⑦平成 18年２月：「土壌改良技術」（平成 15年度調査） 
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（学外情報） 

 

 

１． ﾋﾞｼﾞﾈｽ特許出願件数は峠を越える。（特許庁） 

ﾋﾞｼﾞﾈｽ特許の出願は最盛期の 2000年には約 2万件に上ったが、その後減少に転じ 

2００３年には約 1万件となっている。 

２．特許庁業務・ｼｽﾃﾑ最適化計画（改訂版）を公表（特許庁） 

この計画では「世界最高レベルの迅速かつ的確な審査」をめざすと共に、業務の効率化

と経費の削減をも図っている。 

・24時間 365日のインターネット出願･･･今月（10月）より 

・公報発行のｲﾝﾀｰﾈｯﾄ化･･･2006年１月より 

３．セミナー（外部）等のご案内（お問い合わせは知財センター迄） 

特許情報活用セミナー応用編 

（主催：鳥取県知的所有権センター） 

日時 ： 10月 25日（火） 

場所 ： ｲﾝサイトパソコンｽｸｰﾙ （米子市） 
 

【 主催 ： 特許庁、中国経済産業局 】 
   

産産産業業業財財財産産産権権権セセセミミミナナナーーー（（（学学学内内内実実実施施施）））   
   

１．特許集中セミナー（対象：特許出願を検討中の研究者） 
   １０月 5日(水) １３：００～１７：００  

於：  医学部保健学科棟２階第２会議室 
講師：田中光雄（青山特許事務所代表、弁理士） 
 
１０月 28日(金) １３：００～１７：００  
於：  VBL４Fセミナー室 
講師：河宮 治（青山特許事務所代表、弁理士） 

次回以降の予定  鳥取： １１月２４日(木)   米子：１１月 ９日(水)、１２月７日(水) 
 

２．研究者・職員向けセミナ－（対象：教職員、大学院生等、事務職員） 
①地域学部、工学部、農学部向け 
日時：２００５年１２月２１日(水) 15:00～17:30 
於：  ＶＢＬ４階セミナー室 

 
②医学部向け 
日時：２００６年１月２４日(水) 15:00～17:30 
場所は未定 

 
連絡先：電話 0857-31-6000、E-mail：chizai@zim.tottori-u.ac.jp 

 

 

大大学学ののううちち・・そそとと  
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平成１７年度上期発明届出状況 

整
理 

届 出 発 明 者 
発 明 の 内 容 状  況 共同出願 

番
号 

年月日 学部又は所属 氏  名 

1 Ｈ１７．４ 医学系研究科 汐田剛史他 肺癌診断法の確立 出願済  

2 Ｈ１７．４ 医学系研究科 汐田剛史他 婦人科腫瘍診断法の確立 出願手続中  

3 Ｈ１７．４ 医学部 三浦典正他 癌診断方法及び肺癌診断方法 出願済  

4 Ｈ１７．５ 農学部 岡本芳晴他 濾過液及び混合液 出願済 有 

5 Ｈ１７．５ 大学院工学研究科 近藤康雄他 含油排水の処理方法 出願済  

6 Ｈ１７．５ 大学院工学研究科 上原一剛他 2光束干渉計による形状計測 出願手続中  

7 Ｈ１７．５ 医学部 土井 理恵子 痩孔形成装具 出願手続中  

8 Ｈ１７．５ 工学部 大北 正昭他 健康状態把握システム 出願済  

9 Ｈ１７．５ 工学部 大北 正昭他 高次元データ可視化ソフトウェア 出願手続中  

10 Ｈ１７．５ 工学部 大北 正昭他 脈波解析法 出願手続中  

11 Ｈ１７．５ 医学部 柏木明子 診断キット 出願検討中  

12 Ｈ１７．７ 農学部 伊藤啓史他 コロナウイルス不活性剤 出願済 有 

13 Ｈ１７．７ 農学部 伊藤啓史他 ヘルペスウイルス不活性剤 出願済 有 

14 Ｈ１７．７ 医学部 植木賢 内視鏡処置具 出願手続中  

15 Ｈ１７．７ 農学部 大槻公一他 抗ウイルス性塗料 出願検討中 有 

16 Ｈ１７．７ 農学部 實方剛他 ウイルス検出試薬 出願検討中 有 

17 Ｈ１７．７ 大学院工学研究科 小幡文雄他 高放熱・高断熱表面構造 出願手続中  

18 Ｈ１７．７ 大学院工学研究科 小幡文雄他 高断熱・高耐びびり性機械構造 出願手続中  

19 Ｈ１７．７ 医学部 植木賢 内視鏡処置具 出願手続中  

20 Ｈ１７．８ VBL 足立真寛他 半導体発光素子輝度低下抑制 出願手続中  

21 Ｈ１７．８ 工学部 水本洋他 静圧継手 出願手続中 有 

22 Ｈ１７．８ 農学部 田中朋之他 低グリテリン米 出願検討中 有 

23 Ｈ１７．９ 医学部 領家和男 換気補助装置 出願手続中  

24 Ｈ１７．９ 農学部 斎藤 俊之 高品位動物油脂の精製法 出願検討中  

25 Ｈ１７．９ 工学部 原 豊他 直線翼垂直軸風車 出願手続中 有 

26 Ｈ１７．９ 工学部 長島 正明他 透光性アルミナセラミックス 出願検討中  

27 Ｈ１７．９ 工学部 岡本 賢治他 生物脱臭方法 出願手続中 有 
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医療特許 

 

 Ｑ．医療に関しても特許が成立するのでしょうか。 

Ａ．人間の生命、身体は何よりも尊重されるべき価値であり、人間を治療する技術を独占するというようなこ

とは認めがたいですし、また患者を医療した医師が特許侵害として責任を問われるようなことになれば医

師は安心して治療することができず患者が治療を受けられなくなってしまいます。そもそも特許制度は「産

業上利用することができる発明」（特許法第 29 条第１項）を保護するものですが医業は「産業」とは言えま

せん。特許庁の審査基準でも「人間を手術、治療又は診断する方法」はこれに該当しないと明確に規定さ

れています。 

 

Ｑ．しかし最近特許の範囲が拡大されたようですが。 

Ａ．「医療関連行為の特許保護の在り方に関する専門調査会」がH15年 10月に設けられて約 1年間の間に

11回の会合が持たれ H16年 11月にその結果が取りまとめられています。その内容を基に H17年４月に

特許審査基準が改定されて２つの分野で新たに特許が認められることになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               （特許庁作成資料より転載） 

先
端
医
療
技
術
の
進
展 

国
民
の
医
療
水
準
の
向
上 

医
療
現
場
・
研
究
者
か
ら
の
技
術
ニ
ー
ズ 

 

 
理工学技術 
バイオ・ナノ技術 
エレクトロニクス 

の応用 

 

 
産 学
連 携 

 

 
医 工
連 携 

・企業の協力が得ら

れやすくなる 

 

・研究開発インセン

ティブが向上する 

 

・新しい医療機器・
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【特許保護の拡大により】 
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機器 

 

 

 

 

 
医療機器の
作動方法 

特許保護の拡大 

遺伝子治療・再生医療 

 

医師の行為が伴う
手術方法等 

医療分野における特許保護の拡大 

 

 

 

 

 

 

 

 

医薬 

 

 

 

医薬の新し
い効能・効果
を発現させ
る方法 
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Ｑ．なぜこのような問題が起こってきたのですか。 

Ａ．医療に関する特許には国によってかなり差があります。（最終頁の表参照）一番広く認めているのが米国

で日本は特許の範囲が狭くなっています。これが日本の医療技術の発達を阻害しているのではないか

という議論です。これに関しては特許保護を拡大して医療技術の進歩を促したほうが良いという見解と、

そんなことをすればますます欧米のメーカーが優位となり日本のメーカーが負けてしまうと危惧する見

解の両者があります。 

議論の背景と考え方 

医薬品 医療機器 

・国内市場における新薬の過半は海外製品 

・医薬品企業の輸出額は輸入額の半分 

・医薬品の特許件数は米国の 1/5 

・医療機器の過半数は海外製品 

・医療機器企業の輸出額は輸入額の半分以下 

・医療機器の特許件数は米国の 1/7 

        強化論 ：特許制度を強化して開発を奨励すべし 

反対論：我が国は技術力が弱いから特許制度を強化すれば海外企業に席巻されるから強化すべ

きではない。  

 

Ｑ．医療機器や医薬品には以前から特許が認められていますね。 

Ａ．これらは通常の物品や物質と同じものとして特許の対象となっています。しかしご存知の方もおられると

思いますがエイズ薬などが特許料のために高くなりエイズ対策ができないことが発展途上国などで問

題となっています。このようになると困るのですが医薬品の開発には長期間と多額の開発費用がかか

り独占利益を保証することによって新薬の開発を促進する必要性があることも事実です。 

 

Ｑ．どういう点が議論されたのでしょうか。 

Ａ．この調査会では何人かの参考人の方が意見を述べておられます。 

 ①北島政樹 氏（慶応義塾大学医学部長・消化器外科）：  

安全で低侵襲な手術のためには医工連携・産学連携による先端機械の開発が有効。（例：米国の手術

支援ロボット、内視鏡下手術の機械）そのために特許の範囲を広げた方が良い。 

②中尾一和 氏（京都大学大学院医学研究科教授、臨床疫学）： 

ホルモン研究の立場から、新ホルモンの検体を計るような仕事は自己の特許の下で企業でやって欲し

い。新発明の企業で実用化するために知的財産が必要。 

③澤倫太郎 氏（日本医師会常任理事）： 

医の倫理と企業の論理とは必ずしも一致しないこと、医療保険による低負担での新医療技術を享受で

きるﾌﾟﾛｾｽを堅持する必要があること、特許保護により医療費が高騰する恐れがあること、などの理由

により特許保護の拡大に疑問を提示。 

 

Ｑ．今回新たに特許の対象として認められたのはどういう分野でしょうか。 

Ａ．特許には大きく分けて方法に関する特許と物に関する特許とがあります。今回新たに認められたのは

「医療機器の作動方法」（医療機器の操作方法など）に関する技術と「医療の新しい効能・効果を発言さ

せる方法」（投薬方法など）に関する技術です。これらは医療方法に関する技術に近いのですがそれで

は医師の行為である医療方法に関して特許を認めた結果になってしまう恐れがありますのでいずれも

機器自体の有する機能、医薬品自他の持つ特性として物由来の技術として認められることになりまし

た。 
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医療関連行為と特許制度による保護 
 

種 類 対  象 可 否 

方法 

医 行 為 医師の行為による技術 × 

中 間 領 域 

・「医療機器の作動方法」 
・「医薬の新しい効能・効果を発現させる方法」 

（物関連技術と考える。） 

○ 
（H17.4） 

物に関する方法 
・医薬機器の内部制御方法 

・医薬機器・医薬の製造方法 
○ 

物 物 そ の も の 
・医薬機器 

・医薬 
○ 

 

Ｑ．具体的にはどういうことですか。 

Ａ．例えばある装置を使用して治療する方法は医療行為として特許にはならないのですが、そのような使用

方法が可能な装置であるということであれば物に関する発明とも考えられます。 

医薬品に関しても薬の投与方法などは医療行為として特許にならないのですがそういう属性をもった医薬

品（他の薬品との併用による効果が増大するなど）として特許を付与しようという考え方です。 

 

医療特許の拡大（平成１７.４） 
 

 
医療機器の作動方法 

医薬の新しい効能・効果を発現させる方法 
（製造・販売目的） 

具 
 

体 
 

例 

 

・MRI（ｆMRI）、ポジトロン断層撮影装置（PET） 

ハード面だけでなく、作動原理となる方法・制

御などのソフト面重視 

（データ検出、対象部位の解析；画像表示を

時系列的に行う） 

・人口眼…リアルタイムで生体信号を検出しなが

ら作動 

・手術ロボット…マイクロメートル単位で作動 

 

・インターフェロンにリバピリンを併用すると重度の

C型肝炎患者に治療効果大 

・タキソール（抗癌剤）を高用量で２４時間使用す

れば副作用が大きいが、低用量で３時間使用

すれば効果は同じで副作用や患者の負担が

少ない 

考 
 

え 
 

方 

 

１，方法に関する技術（医行為）とすると 

→特許不可 

・医師による機器の操作に関する技術 

・機器の人体への作用に関する技術 

２，物に由来する技術（方法）とすると 

→特許可 

・機器自体が機能的・システム的に作動する  

かという技術 

 

１，方法に関する技術（医行為）とすると 

→特許不可 

 個々の患者や症状などに応じて医薬をどのよう

に処方、投薬するかという技術 

２，物に由来する技術（方法）とすると 

→特許可 

 複数の医薬の組み合わせや投与間隔・投与量

の変化によって医薬自体がその特性に基づき

人体メカニズムにどのように作用するかという

技術（製造・販売目的に限る） 

結
論 

２，の考え方を採用 
特許審査基準を改正して採用（H17年４月） 

２，の考え方を採用 
特許審査基準を改正して採用（H17年４月） 
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Ｑ．再生医療の分野はどうでしょうか。 

Ａ．米国では医療特許を認めているため医療ﾍﾞﾝﾁｬｰが発達し、全身やけどの患者でも自分の皮膚の増殖

で治療を受けられるが、日本ではそうではないため助かる命でも助からないと言われてきました。現在で

は細胞の増殖までは特許の対象として認められていますが患者の体内に戻す方法は医療行為として対

象外となっています。再生医療や遺伝子治療のそれ以上の保護は今後の検討課題として残されています。

（知的財産推進計画 2005）            

 

再 生 医 療 

 

 
 
 
 
 
 

（「特許出願技術動向調査」（発明協会）より転載） 

 

日米欧における医療分野の特許保護の状況 

医 療 機 器 

 方  法 物 

医師の行為 

に係る技術 

医療機器の 

作動方法 

医療機器の 

内部制御方法 

医療機器の 

製造方法 

医療機器の 

構造、機能、 

制御プログラム 

日本 × ○（H17.4） ○ ○ 

○ 米国 ○ ○ ○ 

欧州 （手術・治療）× （診断）△ ○ ○ 

 

医    薬 

 方  法 物 

医師の行

為に係る

技術 

医薬の 

発現方法 

医薬の 

製造方法 
物質 医薬 剤型 

組み合わせ 

配合剤・組成物

（合剤） 

キット組み 

合わせ物 

日本 × ○（H17.4） ○ ○ ○ ○ ○ △ 

米国 ○ ○ ○ × ○ ○ 

欧州 × × ○ ○ ○ ○ ○ 

【注】赤字部分が今回の改正点 

 

【掲載内容は主として「医療関連行為の特許保護の在り方に関する専門調査会議事録」による。】 

細胞原料の確保 細胞の加工 人体への導入 

医療行為（×特許不可） （○特許可）ビジネス 
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特許集中セミナー 

米子：11 月 9 日（水）13：00 より。於：医学部保健学科棟２階第２会議室 

鳥取：11 月 24 日（木）13:00 より。於：VBL４F セミナー室 

特許相談会（11月） 

日時：11 月 22 日（火）13：00 より（ご予約願います。） 

場所：VBL４F 知財センター 

中国四国ﾌﾞﾛｯｸ産学連携ﾋﾞｼﾞﾈｽｼｮｳに出展予定 

12 月８日（木）、9 日（金）岡山桃太郎ｱﾘｰﾅで開催の中国四国ﾌﾞﾛｯｸ産学

連携ﾋﾞｼﾞﾈｽｼｮｳに鳥取大学からも特許数件を出展予定 

食品廃棄物の処理と利用特許MAP説明会 

講師、日程など調整中 

 
 

照明用ＬＥＤ特許MAP説明会開催  

10 月 27日（木）、前田尚良氏（地域共同研究センター）の解説により 

実施し、最近の研究動向について活発な議論が行われた。 
 

QA 集：「知財方針」 (２頁～８頁)  

１０月１２日に「知財方針」「発明規則」「発明規則実施要領」が正式決定され

ましたので今月号はその特集とし補償制度などについて詳細に掲載してい

ます。研究者の方には直接関係がありますので是非お読み下さい。 

鳥大知財ニュース 
知財HP‥http://www.vbl.tottori-u.ac.jp/%7Eipmc/ 

 

発行：知的財産センター 

（１5号） 

2005 年 11月 1日 

解 説

予 定

報 告

知 財 方 針 特 集 号
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知財方針、発明補償制度の解説 

 

Ｑ．知財方針はその後どうなったのですか？ 

 

Ａ．知財方針に関しては昨年8月に検討に着手し、本年５月には案を公表し各学部のご意見をお伺いし又パ

ブリックコメントをいただくなど検討を重ねてきましたが 10月 12日教育評議会で正式決定されました。

同時にこれと関連する発明規則の改正も同評議会で決定されました。また発明規則に基づき発明者に

対する補償や報奨方法を定めた発明規則細則も発明規則の授権に基づき学長裁定により決定されま

した。これで従来からの知的財産ﾎﾟﾘｼｰと併せて発明の大学帰属、発明者に対する補償などを定めた4

点セットが出揃ったことになります。 

 

Ｑ．その 4つの規則はどう異なるのですか。 

 

Ａ．以下に示すとおりです。 

名 称 制定日 制定者 効 力 内 容 

知的財産ﾎﾟﾘｼｰ Ｈ16．3．10 

Ｈ16．4．14 

部局長会議了承 

教育研究評議会承認 

方針 

（事実上の拘束力） 

4カ条の基本方針

知的財産方針 Ｈ17．10．12

〃(新規制定) 

教育研究評議会承認 

学長決裁 

方針 

（事実上の拘束力） 

活動に関する方

針(機関帰属他) 

発明規則 Ｈ17．10．12 

(全部改正) 

学長 

 

規則 

（規範的効力） 

発明の届出、大

学承継、補償他 

発明規則 

実施要領 

Ｈ17．10．12 

(新規制定) 

学長決裁 

(発明規則による授権)

規則（規範的効力） 

（一部内部規定含） 

補償、報奨の金

額、時期など 

  

 

Ｑ．知的財産方針について 

Ａ．昨年4月に制定された4か条の知的財産ﾎﾟﾘｼｰを承けてそれを敷衍する形で大学の知的財産活動に関

する基本方針を定めています。この方針が他の大学などの一般的な知的財産ﾎﾟﾘｼｰに相当します。大学

が知的財産の創出や権利化を促進すること、知的財産を大学に帰属させること、補償制度を設けること、

知的財産の有効活用を推進することなどを方針として宣言しています。 

Ｑ．発明規定も改正されたのですか？ 

Ａ．発明規定では発明の届出、大学による承継など発明に関する基本的な権利義務を定めると共に発明審

査会の設置など承継に関する手続きについても規定しています。発明規定は従来からありましたが知的

財産方針の制定などの規定類の整備に伴い全面改正されました。 

 

 

 

 

 

 

 

特 集 
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Ｑ．従来の発明規定との一番大きな違いは何でしょうか。 

Ａ．それは何と言っても「発明委員会」が「発明審査委員会」になったことでしょう。構成メンバーも権限も変

わりました。 

構成メンバーは今までの発明委員会は学内の各学部の代表者の方など10名で構成されていましたが新

しい「発明審査委員会」外部の教職員以外の方もメンバーに加えることになりました。 

権限としては今までは「発明委員会」が大学による発明の承継などを決定していたのですが、発明審査委

員会は学長の諮問機関となり、発明の承継などに関する事項は学長が決定することになっています。 

新しい発明審査委員会は実質的な審議を行う場ですので、今後は発明者の方に出席して頂いて審査委

員に対して発明内容などをご説明願うことになります。 

発明委員会（決定機関）⇒発明審査委員会（諮問機関） 

Ｑ．発明規則実施要領とはどのようなものでしょうか。 

Ａ．発明規則による委任を受けて、発明補償に関する具体的な金額や実施時期など詳細事項を具体的に

規定しています。一般的に言えば法律に対する施行規則にあたります。従って大学と従業者の関係を規

範的に規律し、単なる内部通達とは異なります。 

Ｑ．内容について項目ごとに教えて下さい。 

Ａ．先ず特許を受ける権利の場合についてご説明しましょう。特許は知的財産の中でも特に重要なものであ

り、その基になる発明は一番代表的な知的創造です。 

大学内で発明らしきものをした場合には職務発明であると否とを問わず、又大学の教職員であると否とを

問わず全て大学に対する届出義務があります。教職員の場合には職務発明となる可能性がありますし

（発明規則第５条第1項）、教職員以外の者の場合でも大学利用に関する義務の一環として大学内での発

明は届け出ていただくことになります。（発明規則第５条第２項） 

その中から職務発明（特許法第３５条第1項）に該当するものについては発明審査委員会の議を経て特許

を受ける権利を大学が承継することになります。 

Ｑ．承継されるとどうなるのですか。 

Ａ．特許を受ける権利は先ず個人に帰属し、その権利を大学が承継すなわち譲渡を受けることになりますの

で対価としての補償を行います。対価は一時金で支払うのではなく出願時点、登録時点、収益発生時点

の３段階に分けて支払うこととしています。（実施要領第 ４条第１項他） 

Ｑ．届け出なければどうなるのですか。 

Ａ．個人で出願され特許になっても職務発明であることには変わりはありません。したがって特許後実施料

収入があってもその段階で職務発明であることが判明すれば、特許権が大学に帰属することになります。

この場合、実施要領に定める補償金額は出願前の特許を受ける権利の段階で大学が権利を承継した場

合に適用される対価としての金額ですので大学が承継する対価は別途契約により定めることになります。 

大学が承継しないと決定した職務発明に関しては個人で出願されるのは自由です。この場合個人で出願

されて特許になった場合でも職務発明としての性格が消滅する訳ではありませんから、理論的には大学

は個人の特許について通常実施権を有することになります。（特許法第35条第1項）しかしこれは公正を

欠く場合も存在すると思われますので現在のところそのようなことは考えていません。 

Ｑ．補償金や報奨金の金額について教えてください。 

Ａ．補償や報奨の詳細に関しては発明規則実施要領に定められています。以下順次解説しましょう。 

補償や報奨の金額は以下の通りです。（実施要領第4条、第 9条～第 11条、第１３条～第 16条） 
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補償金･報奨金の金額 

（注） 

①実用新案は無審査で全部登録になるので出願や登録に特別の価値がないため。 

②品種登録を受ける権利の譲渡というものが種苗法に規定されていないため 

③回路配置利用権は登録制度は存在するが、著作権と同様に原始的に大学に帰属するため 

④著作権によりどのような収益が発生するか具体的に想定が困難であり、報奨の必要性も一概には決 

められないため。 

⑤商標は知的創造の結果とは言えないため補償制度の適用はない。 

Ｑ．特許の場合権利成立前に収益があったときはどうなるのですか。 

Ａ．民間会社の場合、ノウハウなどについては当大学でいう報奨金などを支払うことにはなっていませんの

で権利成立前かどうかは大きな意味をもっています。多くの企業では権利成立後の収益のみに対して実

績補償を行うこととしているようです。しかし大学の場合はノウハウなどについても何らかの形で金員を支

払うこととしその個人への配分比率も成立した権利と同じですから成立前かどうかはあまり区別する実益

に乏しいと言えるでしょう。出願中の特許に関して実施料収入があった時は権利の成否確定後に、遡及し

て、成立した場合は特許に関する収益として扱い、不成立になった場合はノウハウに関する収入として扱

うこととしました。（実施要領第 5条第1項第1号）（特許出願によって公知となってしまっていますから正

確にはノウハウとはいえないのですが、技術に関する収益としてノウハウと同様に扱うと考えて頂ければ

良いでしょう。）譲渡による収入に関しては譲渡時点で権利になっていない以上ノウハウに関する収入とし

て扱う以外にありませんのでそのようにしました。（同第 2号） 

Ｑ．実用新案についてはなぜ出願時や登録時の補償がないのですか。 

Ａ．いわゆる産業財産権と称されている権利については概ね発明、特許を受ける権利の場合と同様です。

但し権利の種類に従い若干の差異が存在します。実用新案権については出願したものが無審査で全部

登録になりますので、出願や登録の価値は少ないため、この段階での補償金は支払わないこととしてい

ます。実施料収入などの収益実績が発生した場合にのみ特許の場合と同様（収益金額の４０％）の実績

補償をいたします。（実施要領第 9条第 1項） 

Ｑ．育成者権にも出願時や登録時の補償金が無いのはなぜですか。 

Ａ．種苗法の育成者権は権利設定型の保護制度である点で特許などの産業財産権と似ています。しかし職

務上為された育成（第8条職務育成品種）に関しては職務発明とは規程の仕方が少し異なっています。す

なわち職務育成品種に関しては①使用者等が品種登録出願をしたとき②従業者等がした品種登録出願

の出願者名義を使用者などに変更したとき③従業者等が品種登録を受けた場合に使用者等に育成者権

を承継させたとき、に従業者などは対価の支払いを請求することができると規定（種苗法第８条第 2 項）さ

れており特許法（第 35条）の｢特許を受ける権利又は特許権を承継させ｣という規定とは規定の仕方が異 

 

 産業財産権など（大学承継型） その他の知財（大学原始帰属型） 

 
特 許 実用新案 意 匠 育成者権 ノウハウ

回 路 配

置利用権

ソフトウ

エアー 
著作権 

出願時 ５０００円 

① ― 

（支払い

無し） 

５０００円

② ― 

（支払い

無し） 

― 

（出願制

度無し）

③ ― 

（支払い

無し） 

― 

（出願制

度無し） 

― 

（出願制

度無し）

登録時 10000 円 
① ― 

（〃） 
10000 円

② ― 

（〃） 

― 

（〃） 

③ ― 

（〃） 

― 

（〃） 

― 

（〃） 

実  績 
収益額の

４０％ 

収益額の

４０％ 

収益額の

４０％ 

収益額の

４０％ 

収益額の

４０％ 

収益額の

４０％ 

収益額

の４０％ 

④任意

的 
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なっています。すなわち「品種登録を受ける権利の承継」というものは規定されていません。又特許法第３

３条のような「特許を受ける権利を移転することができる」というような規定も存在しません。勿論育成者

権に関しても種苗法第8条第第2項で「対価」の支払いを請求することができるものとされる以上、出願以

前の「品種登録を受ける権利」とでも言うべきもの（種苗法第 3 条参照）は存在するのでしょうが、その処

分可能性についてはこれを認める規定が存在しない以上特に出願段階や登録段階で補償を行うまでも

ないと考えました。（実施要領第 11 条第 1項）なお特許に関しても出願時補償や登録時補償は行ってい

ない大学があります。 

Ｑ．意匠権や商標権についてはどうですか。 

Ａ．意匠権は特許と同様に意匠登録を受ける権利を意匠の創作者から承継しますので特許と同様に 3 段階

に区分して補償を行うこととしています。出願時、登録時の補償金、実績補償金の配分割合も同じです。

（実施要領第 10条第 1項） 

商標については、商標は大学が大学の商品や役務のために使用するマーク（標章）というに過ぎず、個人

の知的創造の結果とは言えませんから発明規則や補償などの対象にはなりません。 

Ｑ．ノウハウなど特許以外の知的財産についてはなぜ報奨金というのですか。 

Ａ．以前からお話申し上げておりますように上記以外の知的財産（ノウハウ、ソフトウエアー、回路配置利用

権、著作権）は職務上為された場合従業者の労務提供の結果として個人から大学への譲渡行為を必要と

せず原始的に大学に帰属します。その結果対価としての補償金の支払いという問題も生じません。民間

会社においても通常これらに関しては補償の対象としていません。しかし大学では公平上の観点から大学

に収益がもたらされた場合にはその功労に報いるために発明補償に準じて報奨金を支払うこととしました。

（一種の表彰制度）（実施要領第 12条第 1項） 

Ｑ．ノウハウや著作権などについては実績に対する報奨のみなのですか。 

Ａ．このタイプの知的財産に共通して言えることは出願や登録の制度がない（除く回路配置利用権）というこ

とです。したがって報奨は実績に対する報奨のみとなります。ソフトウエアーや著作権に関しても登録制

度はありますがこれは権利の発生とは関係がありません。回路配置利用権ついては出願や登録が必要で

すが著作権と同種で原始的に大学に権利が帰属するため実績報奨のみとしました。（実施要領第13条～

第 16条） 

Ｑ．ノウハウや著作権（特許等の場合以外）の知的財産の収益はどのようにして分かるのです

か。 

Ａ．ノウハウや著作権による収益実績は大学では把握していません。したがって収益の大学への報告が必

要になります。この報告が無いと報奨は行われないことがあります。この点注意を要します。（申し出は年

1回、期間を定めて行う予定です。）（実施要領第12条第2項参照）報告があれば規則に基づいて報奨は

必ず行われますが著作権だけは大学に収益があっても必ずしも大学は報奨する必要は無く報奨をするか

どうかは大学の任意です。（実施要領第16条）これは著作権による収入は必ずしも大学に収益があったと

して報奨金を支払うことが適当でない場合が予想されるからです。 

 

 

 

 

権利が個人に帰属⇒大学が承継⇒対価の支払い（補償） 
特許権、実用新案権、意匠

権、育成者権 

権利が大学に原始的に帰属⇒対価不要（代替として報奨） 
ノウハウ、ソフトウエアー、回

路配置利用権、著作権 
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実績補償・実績報奨の基礎となる収益の算定方法 

 

（注） 

①実施料収入には権利共有者からの不実施補償料を含む。権利被侵害の場合の損害賠償請求に関しては

逸失実施料相当額を実施料収入と看做す。 

②自己実施の場合の収益は想定実施料によることとし現実の収益によるのではない。したがって事業が赤

字でも想定実施料収入は存在することになる。逆に想定実施料率以上の収益が生じた場合でも収益額は

想定実施料にとどまる。（それを基準に補償、報奨がなされる。） 

③自己実施の場合は当該権利の実施であるということの証明が必要である。したがって実用新案権の場合

は第三者に対する権利の行使の際に必要とされる実用新案技術評価書の提出を必要とする。 

④ノウハウについても③の場合と同様ノウハウの実施であるという証明が必要である。ノウハウの内容は明

確ではないからノウハウが文書により特定され実施が明瞭である場合に限定した。 

⑤ソフトウエアーは特許などとは異なりそれ自体が商品である。譲渡代金から大学は原価を回収する必要

がある。したがって想定使用料をもって大学の収益と看做した。 

⑥ソフトウエアーは使用許諾という形態で販売されるため特許などの実施料収入とは性格が異なる。使用

料収入は実質的に製品の売上高に相当するため現実の使用料収入を基準に想定使用料収入を算定し

収益とした。 

⑦大学が製作したソフトウエアーを自己の事務、研究などの用に供したとしても自己の業務の合理化を図っ

たに過ぎず経費節減額などを収益として報奨する理由はない。 

⑧著作権によって大学に収益が発生するか、又報奨の必要性があるかは個々に異なる。このため報奨は任

意的とした。（金額に関しても規定していない） 

⑨著作権に関しては出版権の設定など多様な権利設定形態があり得るがここでは一括して実施許諾の項

にまとめた。 

 

 

 

 

 

産業財産権など（大学承継型） その他の知財（大学原始帰属型）  

特 許 実用新案 意 匠 育成者権 ノウハウ
回 路 配

置利用権

ソフトウ

エアー 
著作権 

譲 渡 代

金 

収 入 金

額 

収 入 金

額 

収 入 金

額 

収 入 金

額 

収 入 金

額 

収入金額 ⑤ 想 定

使用 料 

⑧ 任 意

的 

実 施 許

諾料 

①〃 ①〃 ①〃 ①〃 ①〃 ①〃 ①⑥〃 ①⑨〃 

（〃） 

② 想 定

実施料 

想 定 実

施料 

想 定 実

施料 

想 定 実

施料 

想 定 実

施料 

想定実施

料 

⑦― 

（支払い

無し） 

〃 

（〃） 

自 己 実

施収益 

 ③ 技 術

評価書の

提 出 必

要 

  ④文書に

より特定

され実施

が明瞭な

場合に限

る。 

   

支 払 い

手続き 

大学で調査して補償 当事者の報告により報奨（収益の報告必要） 
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Ｑ．実績補償や報奨の基準となる収益額はどのようにして算定するのですか。 

Ａ．大きく分けて実施料収入、譲渡代金、自己実施の場合の想定実施料が収益に当たります。 

  実施料収入と譲渡代金は外部からの入金額ですから金額がはっきりしています。共有権利に関するいわ

ゆる不実施補償料収入は実質的に実施料と同じですので実施料とみなすことにしています。（実施要領

第 5 条第４号前段）特許が侵害された場合に損害賠償を収受した場合には逸失実施料相当額分のみを

実施料として扱うこととしました。（実施要領第 5 条第４号後段）（損害賠償請求には企業が請求する場合

などには逸失販売利益などその他の金額も含んでいる場合があります。大学の場合にも逸失実施料以外

の金額も含むことが考えられます。） 

Ｑ．自己実施の場合の収益はどのようにして算定するのですか。 

Ａ．大学自身で実施した場合の収益額については各種の考え方が可能でしょう。これについては実際の利

益額を基準にしている大学の例もありますが、利益額というものは正確な算定が困難ですし、利益の全部

が知的財産の貢献であるということもできません。そこで当大学では実施許諾の場合と並行的に考えて

売上高に対する一定割合の利益があったものと看做すという方式をとることにしました。（実施要領第5条

第 3 号他）この割合は案の段階では５％と定率にしていたのですが成案では発明審査委員会で決定する

ことになりました。しかし現実の収益によるのではなく想定実施料によることに変わりはありませんので事

業が赤字でも率次第では補償金・報奨金が支払われます。逆に大幅な利益があったとしても想定実施料

以上の収益があったことにはなりません。 

Ｑ．実用新案の技術評価書というものはどういうものでしょうか。 

Ａ．自己実施の場合、当該知的財産が本当に実施されているのか、実施されているとしてそれが補償や報

奨を行うに足りる価値があるのかが問題となります。 

実用新案に関しては後者が問題となります。上述のように全部が権利として登録されますが登録要件（新

規性や進歩性など）が無い訳ではありません。（実用新案法第3条）その要件の存否を権利行使の時点で

判定することになっているだけです。このため実施許諾の場合などにはこのような要件が満たされている

ことを確認するため誰でも特許庁長官に対して実用新案技術評価を請求することができることになってい

ます。（実用新案法第 12 条）大学自身による実施の場合にも想定実施料を収益とするためには第三者に

実施許諾できるのと同様の場合でなければなりません。このため実用新案技術評価書の提出を求めるも

のとしています。（実施要領第９条第 1項） 

Ｑ．ノウハウの自己実施場合はどうですか。 

Ａ．先ずノウハウは何がノウハウなのかが分かりません。従ってそれが実施されているかどうかも確認でき

ません。そこで文書などにより特定されておりそれが実施されていることが明瞭な場合に限定しました。

（実施要領第13条第 3項） 

Ｑ．ソフトウエアーに関しては特殊な扱いが為されているようですがそれはなぜですか。 

Ａ．別に特殊という訳ではないのですが、これはソフトウエアー販売の商慣行に由来しています。 

 ソフトウエアーは通常売買という形式で販売されるのではなく使用許諾という形式で販売されています。使

用許諾は賃貸に類似しており、販売後も売主の権利が残るため売主に有利なためです。例えば売り渡し

てしまえばソフトウエアーは完全に買主のものとなり売主はそれがどのように処分されても文句を言えま

せん。しかしﾗｲｾﾝｽですと改変の禁止などを義務付けることができます。 

またソフトウエアーはそれ自体が完成した商品であり特許のようにそれを利用して新たな製品を製造する

というような行為を必要としません。したがってソフトのﾗｲｾﾝｽは商品の売買そのもの該当し、使用料収入

は売上高に相当します。このためソフトの使用許諾料収入の一定割合をもって特許の実施料収入に相当

する収益としました。ソフトの譲渡の場合も全く同様です。（実施要領第14条第 3項） 

ソフトの自己実施による収益は報奨の対象とはしていません。これはソフトの開発は例えば大学での事務 
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合理化などのために開発されるのであり、それが費用節減に繋がったとしても、これを収益として報奨金

を支払うのは不適当なためです。（実施要領第 14条） 

Ｑ．大学発ﾍﾞﾝﾁｬｰとして実施した場合自己実施になるのですか。 

Ａ．そうではありません。ﾍﾞﾝﾁｬｰ企業と大学とは別組織ですから実施料収入の扱いになります。大学に大学

発ﾍﾞﾝﾁｬｰ企業からの実施料収入が無い限り補償金・報奨金の支払いはありません。 

Ｑ．出願費用などは補償金･報奨金から差し引かれるのですか。 

Ａ．補償金の支払いに当たっては、実績補償金額（当大学の場合収益額の 40％）から経費を差し引くことに

している大学もあります。しかし当大学では差し引かないことにしています。これは発明者に対する補償を

厚くすること、控除することが技術的に困難を伴うこと（何年度の収益からどのように順次控除するかな

ど）、収益の無い権利との間に不公平を生じること（収益を得た場合だけ発明者が費用を負担しなければ

ならなくなる。）などが理由です。又知的財産部門が収益の一部（10％程度）を収受して運営経費に充て

ている大学もありますがこのようなことも行っていません。 

Ｑ．同一の契約で複数の権利が実施許諾されている場合はどうなるのですか。 

Ａ．譲渡代金や実施料収入の算定は契約毎又は実施単位毎に行います。（実施要領第 6条第１項） 

一つの契約で同種の権利（特許権等が）2 つ以上譲渡や実施許諾されている場合もありますし異種の権

利（特許とノウハウ）が対象となっている場合もあります。このような場合権利の貢献度合いに応じて補

償金･報奨金を分割して支払います。貢献度合いが分からないときは均等と推定します。（実施要領第 6

条第 2 項）特許不成立の場合に備えてノウハウをも予備的に実施許諾した場合には特許が不成立にな

らない限り特許の貢献度100、ノウハウ０になるものと考えられます。 

Ｑ．同一の権利に発明者が二人以上存在する場合はどうなるのですか。 

Ａ．この場合発明者に補償金・報奨金を分割して支払います。しかし当事者はこれと異なる合意をすること

ができます。（実施要領第8条第2項）この場合にはその指定に従って支払うことになりますが、代表者に

総額を支払い配分を当事者に委ねるなどの便法も考えたいと思っています。 

Ｑ．何時補償金などが支払われるのですか。 

Ａ．出願時補償、登録補償については出願又は登録後 6 ヶ月以内に順次支払います。（実施要領第 7 条第

1 項、第 2 項）毎月一定日に当該月分を支払うのが原則ですが、支払い事務の簡素化のため上記期間内

ではありますが 2～3 ヶ月に１回程度にすることを考えています。（実施要領第7条第 3項） 

実績補償については3月末日を決算期としている企業が多いので、前年4月～3月末までの売上高に基

づいて実施料を計算することになる場合が多いものと思われます。この場合企業から大学への報告まで

に 1 ヶ月程度、その後大学から請求書を送付して入金があるまでに又 1 ヶ月程度を要します。このような

事情を考慮して毎年7月に補償金を支払うこととしました。（実施要領第7条第4項）従って入金時期がこ

れと異なる場合でも補償金の算定は年 1 回のみとなります。（順次支払われるのではありません。）報奨

金の場合も同じです（実施要領第 17条第 3項）ので 7月の報奨に間に合うように実績の申告を受け付け

たいと思っています。 

Ｑ．注意すべきことを教えてください 

Ａ．今回の改正で皆様に特にご留意願わないといけないのは次の点です。 

 

 

 

「知財ニュース」関連記事 第 10号（Ｈ17．６月）、第 3号（H16．10 月）、第 2号（H16．9月） 

知財方針、発明規則、実施要領は近く大学HPの規定集のところに上掲される予定です。 

◎発明などは必ず届け出る。 

◎ノウハウなどについて収益があったときは必ず報奨に応募する。 
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（特許庁･中国経済産業局主催） 

研究者・職員向け産業財産権ｾﾐﾅｰ（学内実施） 

地域学部、工学部、農学部： 

12 月 21日（水）15：00～17:30、於：VBL４F セミナー室 

医学部：1月 24 日（水）15：00～17:30、場所は未定 

特許集中ｾﾐﾅｰ（学内実施） 

医学部：12 月７日（水）、於：医学部保健学科棟２階第２会議室 

 

中国四国ﾌﾞﾛｯｸ産学官連携ﾋﾞｼﾞﾈｽｼｮｳに出展 

日時：12 月 8（木）、9 日（金） 

場所：桃太郎ｱﾘｰﾅ（岡山） 
 

特許相談会（1２月） 

日時：12 月 12 日（月）13：00 より（ご予約お願います。） 

於：VBL４F 知財ｾﾝﾀｰ 

 

 研究特別支援企画順調に進捗中（２頁） 

6 月に公募した特別支援企画は風力発電について現在特許調査、ｱｲﾃﾞｱ

ｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝなどを行っています。 

 

QA 集：「営業秘密（ノウハウ）」 (３頁～)  

今月は最近法律が改正された営業秘密（ﾉｳﾊｳ）についての解説です。 

鳥大知財ニュース 
知財HP‥http://www.vbl.tottori-u.ac.jp/%7Eipmc/ 

 

発行：知的財産センター 

（１6号） 

2005 年 12月 1日 

予 定

トピックス

質問募集中（２頁） 

意匠、商標、商号などに関する質問をお寄せ下さい。 

（1 月末日締め切り） 

解 説
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意匠、商標、商号、著作権、ロゴタイプなどに関する質問をお寄せ下さい。 

（日常困っている点、疑問に思っておられる点などをお教え下さい。） 

【連絡先】 知的財産ｾﾝﾀｰ ℡：0857-31-6000  電子ﾒｰﾙ chizai@zim.tottori-u.ac.jp 

例えば： 

①大学で作成した教育テキストの著作権は誰にあるのか。 

②学部で使っているマークを企業の商品に使ってもらっても良いか。 

③大学のマークを自分の研究成果発表ﾊﾟﾈﾙで使用しても良いか。 

 

ご注意 

①ご質問の内容は商標に関する規則などを制定するときの参考資料とします。 

従って質問に対しては個々には返答致しませんが、ご相談にお越し頂ければ 

検討いたします。 

②今回は意匠、商標、商号、著作権、ロゴタイプなどに限ります。 

（特許関係の質問は除きます。） 

1 月末日締め切り 

研研研究究究特特特別別別支支支援援援企企企画画画進進進行行行中中中   
 

6 月：特別支援対象ﾃｰﾏを「風力発電」に決定 

  

7 月：支援計画を策定 

支援内容としてまず先行技術調査を行うことに決定。技術内容を 

7 分野に区分（翼の形状、風況調査、発電機、電力利用、系統連系など） 

各技術分野毎に調査ｸﾞﾙｰﾌﾟを編成。 

 

8～9月：知財で予備調査。 

 

10～１月：各グループ毎にそれぞれ特許調査指導と結果検討会（ｱｲﾃﾞｱ 

ｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ会）を実施。（合計１０回実施予定） 

 

今後の予定：結果のまとめ（3月）、特許出願（各ｸﾞﾙｰﾌﾟ 1 件が目標）、 

ﾗｲｾﾝｽ先の探索 など 

！！質質問問大大募募集集！！  
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営業秘密（ノウハウ） 

 

Ｑ．営業秘密とは聞きなれない言葉ですね。 

Ａ．営業を行っていく上で、有用で他人特に競争相手の企業に知られては困る情報というものがあります。

その中には顧客リストなどの営業に関するものもありますし、技術的な内容のものもあります。これらを英

語で「ﾄﾚｰﾄﾞｼｰｸﾚｯﾄ（trade secret）」と言い「営業秘密」はその翻訳です。日本では営業秘密という用語は

あまり使わずに技術的なものだけを指してノウハウという場合が多いようです。知的財産の関係で重要な

ものはノウハウです。ノウハウは本来は秘密なものだけを指すのでしょうが、新聞に載っていることでも本

人が新聞を読んでいなければそれなりに価値のある情報ですから、広く技術情報一般と同じように使用さ

れているケースもあります。 

Ｑ．そう言えばうなぎのタレの秘伝の味付け方法なども営業秘密なのでしょうか。 

Ａ．全くその通りです。このような知識･経験は門外不出と言う形で代々そのお店で継承されてきました。そこ

に暖簾という信用が形成されてきたと言って良いでしょう。米国のあるコーラ会社は、その原料成分の配

合資料は銀行の金庫にしまってあって、3人の役員以外は見ることはできず、この 3人は同一飛行機には

乗らないなどの規則を作って営業秘密が他に漏れないようにしていることで有名です。 

最近は製造業でも、実用上のテクニック（いわゆる物づくりのため職人技）などが非常に重要になってきて

いると言われています。このような技術は特許のように新規性や進歩性は無くても特許に勝るとも劣らな

い重要な価値を持っています。又特許として出願できるような技術でも、出願すると公開されてしまいま

すので、ノウハウとして保存しておく場合もあります。 

Ｑ．特許などの権利が無ければ全然保護されないのでしょうか。 

Ａ．少し難しくなりますが民法の世界では不法行為（権利侵害）によって損害賠償を請求するためには必ず

しも「権利」というものの侵害が無くても、「法的に保護される利益」の侵害（違法性）があれば良いというの

が昔からの判例･通説になっています。従って「特許」という権利の侵害でなくても「秘密情報」という法的

利益の侵害でも同じように損害賠償請求ができます。したがって昔からいわゆるノウハウ侵害として損害

賠償を認めた判例もありました。（ウインドサーフィン事件） 

しかし民法の不法行為制度による救済には差し止め請求権がありませんでした。一方ノウハウの重要性

が増大し、知的財産重視の潮流の中でノウハウについても保護強化の社会的要請が高まってきました。

そこで平成２年には不正競争防止法という法律を改正し「営業秘密」を法律上定義すると共に、営業秘密

の不正入手や不正使用を禁止し、それに違反する場合には差し止め請求が認められるようになりました。

そしてその後禁止行為の拡大、違反の場合の罰則の強化などの形で保護が拡充されてきました。経済産

業省から平成15年 1月には「営業秘密管理指針」が又 16年 4月には「大学における営業管理指針作成

のためのガイドライン」が策定･公表されています。そして今回前者の指針が 10 月 1２日に改訂されまし

た。 

営業秘密保護強化の経緯 

 

 

 

 

H2．  （旧不正競争防止法） 営業秘密を定義、差止請求・損害賠償を認める。 

H15． （不正競争防止法改正） 営業秘密の不正取得に対する刑事罰の導入 

H15．１．30 「営業秘密管理指針」公表（経済産業省） 

H１6．4．   「大学における営業秘密管理指針作成のためのｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ」公表（経済産業省） 

H17．10．12「営業秘密管理指針」改訂（経済産業省） 

H17．11.1 （不正競争防止法改正施行）国外犯・退職者・法人などの処罰、刑事罰の引き上げ
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Ｑ．保護されるための要件はどうなっていますか。 

Ａ．不正競争防止法の定義では次の 3つが要件になっています。（同法第 2条第４項） 

営業秘密として保護されるための要件 

 

 

Ｑ．特許とノウハウはどう違うのですか。 

Ａ．秘密の情報に保護を与えるものですが特許のように特別の権利を設定するという方法ではなく不正入

手や使用を防止するという行為の規制によって保護される点が最大の相違点です。（権利設定型の保護

ではなく行為規制型の保護と呼ばれています。） 

特許と営業秘密の比較（ﾗｲｾﾝｽ要件を中心に考えた場合） 

内  容 特   許 営業秘密（ノウハウ） 

保護の形態 物権類似の権利の設定 

（権利設定型） 

不正取得、使用などの禁止 

（行為規制型） 

対  象（技術性） 技術的な個々の発明 

（自然法則を利用） 

一定の情報（営業上のものも技術上の

ものもあり）ノウハウの実施許諾のため

にはある程度のまとまりが必要 

内容の確定性 確定（出願書類に記載） 不確定（文書化されたものもそうでない

ものも有） 

秘密性 不要（公知） 秘密として管理（不競法２⑥） 

非公知性（〃） 

有用性 権利自体の有効要件ではない。 客観的有用性が必要（不競法２⑥） 

（経済的価値など）（長年にわたる知見

などで実施により利益が得られる。） 

権利の性格 排他性あり（独占実施権第68条） 権利自体には排他性なし。 

民事的救済方法１ 

（差止め請求権） 

あり（特許法第 100条第 1項） あり（不競法第３条） 

民事的救済方法２ 

（損害賠償請求権） 

あり（民法第 709条） あり（不競法第４条） 

民事的救済方法３ 

（信用回復の措置） 

あり（特許法第 106条） あり（不競法第７条） 

侵害に対する罰則 あり（特許法第 201条） あり（不競法第 14条） 

Ｑ．どのような行為が禁止されているのですか。 

Ａ．不正競争防止法ではノウハウを保護するため６つの形態の行為を禁止しています。（同法第 2 条）内容

は結構ややこしいのですが大きく第一次取得者が不正取得者である場合と正当取得者である場合に分

けられます。 

 

①秘密として管理されていること

②有用な情報であること 

③公然と知られていないこと 

分  類 一次取得者 二次取得者 

第 2条 4、5、6号 不正取得⇒ （不正二次取得⇒）不正使用、不正開示 

第 2条 7、8、9号 正当取得⇒ （不正二次取得⇒）不正使用、不正開示 



 5

「不正競争行為」の類型 

 

条     項 内    容 例 

第 2条第 1項第 4号 

不正取得（⇒使用･開示）

営業秘密を不正取得する行為、及び不正取

得した営業秘密を使用・開示する行為 

機密文書の窃取しそれを産業

スパイに開示する行為 

〃  第 5号 

〔不正取得⇒〕悪意で取

得+（使用･開示） 

不正取得を知って又は重過失によって知ら

ないで営業秘密を取得する行為、及び不正

取得した営業秘密を使用・開示する行為 

会社の機密文書を窃取した従

業員から、産業スパイが機密

文書を受け取る行為 

〃  第 6号 

〔不正取得⇒〕取得後悪

意+使用･開示 

不正取得された営業秘密を善意・無重過失

で営業秘密を取得した後に悪意・重過失に

転じ、営業秘密を使用・開示する行為 

営業秘密を取得した後に新聞

報道により不正取得行為があ

ったことを知ったがそれを使用

した。 

〃  第 7号 

正当取得+不正目的使

用･開示 

正当に営業秘密を知った者が、不正目的

（自己利益又は所有者加害目的）で使用、

開示する行為 

正当に知った会社の顧客名簿

を利用して競業行為を行おうと

する者に開示した。 

〃  第 8号 

〔正当取得⇒〕7号該当に

ついて悪意取得+（使用･

開示） 

7 号の不正開示であることを知って又は重

過失によって知らないで営業秘密を取得す

る行為、及び不正取得した営業秘密を使

用・開示する行為 

7 号該当の者から開示を受け

て営業秘密を使用した。 

〃  第 9号 

〔正当取得⇒〕取得後悪

意+（使用･開示） 

正当取得された営業秘密についてその後不

正開示が介在したが、それについて善意・

無重過失で営業秘密を取得した後に悪意・

重過失に転じ、営業秘密を使用・開示する

行為（最初の取得が不正か正当かが 6 号と

異なる。） 

営業秘密取得後、保有者から

警告を受けて不正開示行為が

介在した事実を知りながら営業

秘密を使用した。 

 【注】「営業秘密管理指針」（経済産業省、H17．10．12改訂）による。 

Ｑ．民事上の救済手段としてはどのようなものがありますか。 

Ａ．次の 3つが規定されています。 

 ①差し止め請求権（不正競争防止法第3条） 

 ②損害賠償請求権（第４条）損害賠償請求権に関しては被害者の損害額の証明責任を緩和するなどの関

連規定が設けられています。（同法第 5条第 2項など） 

 ③信用回復措置請求権（同法第 14条） 

Ｑ．刑事罰も強化されたようですが。  

Ａ．営業秘密の不正取得・使用・開示行為のうちの一定行為が秘密侵害罪になります。今回の改正で営業

秘密侵害罪の懲役刑、罰金刑共に罰則が重くなりました。（不正競争防止法第21条。懲役は最高3年→5

年、罰金は最高300万円→500万円）５年以下の懲役というのは刑法の背任罪（刑法第247条）や単純横

領罪（刑法第 252 条）と同じですからかなり厳しいと言ってよいでしょう。刑罰は当該行為をした個人の他

に法人に対しても個人よりも高額の罰金が科されることになっています。（種類により最高 3 億円又は 1.5

億円）これらの処罰は親告罪といって被害者からの告訴があることが要件になっています。 

Ｑ．なかなか厳しいですね  

Ａ．ノウハウは秘密性が生命です。以上のような厳しい責任を問うためにはそれだけ厳重に秘密性が管理さ

れていることが必要です。逆に言えば厳格に管理されていないようなものは保護されないことになります。

このような理由で企業としては社内での管理を厳しく言わなければならなくなったとも言えるでしょう。その

ためにガイドラインでは秘密性保持のため次のような管理をすることが望ましいとされています。 
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「営業秘密」の管理方法 

区 分 管  理 内    容 

物理的管理 ①（秘）表示②アクセス制限③保管･廃棄④施設管理 物理的

技術的

管理 

技術的管理 ①ﾏﾆｭｱﾙ等の設定（暗号化等）②技術的ｱｸｾｽ制限③技術的侵入防

止 

④ﾃﾞｰﾀ消去 

従業者に対する教

育・研修の実施 

①教育･研修責任者の設置②教育･研修内容の決定③教育･研修の実

施 

就業規則等による

秘密保持 

①就業規則による秘密保持②契約による秘密保持③協業避止契約 

人的管

理 

派遣従業者･転入

者･取引先 

派遣従業者･･･契約による秘密保持義務 

転入者･･･①前職の秘密保持義務の確認など②採用時の注意③採用

後の管理 

取引先･･･①秘密保持の義務付け②取引先情報の混入防止 

内  容 ①情報の範囲②秘密保持義務③期間 他 

ﾀｲﾐﾝｸﾞ、手続き ①入社時②在職中③退職時 

秘密保

持契約 

企業間契約との関

係 

企業間の契約は個人を拘束せず。 

自社営業秘密の

保護 

ｼｽﾃﾑとして組織的に管理 

他社権利の営業

秘密侵害防止 

①法人処罰を回避するための選任、監督上の注意義務 

②企業として「相当の注意」義務 

 

望ましい管理方法 ①〈PLAN〉 

管理方針等の策定（基本方針の策定、実施計画の策定、ﾙｰﾙの構

築、各種規定類の文書化） 

②〈DO〉 

（ア）責任者の存在と権限の明確化 

（イ）責務の着実な実施 

（ウ）周知徹底、教育 

（エ）リスク顕在化への対応 

③〈CHECK〉 

（ア）日常的なモニタリング 

（イ）内部監査実施 

（ウ）外部監査 

（エ）監査結果の記録 

④〈ACT〉 

（ア）モニタリング、監査結果の活用、分析 

（イ）管理方針等の見直し 

組織的

管理 

その他 情報管理に関するﾏﾈｯｼﾞﾒﾝﾄ規格、個人情報保護との関連 

【注】「営業秘密管理指針」（経済産業省、H17．10．12改訂）による。 
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Ｑ．大学でのノウハウはだれに帰属するのでしょうか  

A．ノウハウは特許（特許法第 29 条）のように個人に帰属するという規定がありませんから職務上生み出さ

れたノウハウは民法の原則（民法第 623 条）に従って大学への譲渡行為を要せずに当然に大学に帰属し

ます。ノウハウの実施許諾や実施によって大学が収益を得た場合には収益金額の 40％を案出者に支払

うことになっています。（発明規則実施要領第12条第 1項） 

Ｑ．ノウハウはどういう形で販売するのでしょうか  

Ａ．ノウハウで対価を回収する場合、売り渡すのではなく、通常特許と同じように実施許諾（ﾗｲｾﾝｽ）という方

式がとられています。この方が売上高に比例した形での収益を得ることができ又秘密保持などの義務付

けも行うことができるからです。 

Ｑ．ノウハウは論文でも発表は差し控えた方がよいのでしょうか。 

Ａ． 大学においては研究成果の論文発表は重要ですが事業化（自分で実施許諾したり、第三者に実施許

諾して収益をあげる。）を考えた場合やはりノウハウついては秘密性を保持しておく必要があります。論文

発表の際にはその辺に十分ご注意をお願いしたいと思います。 

Ｑ．出願後未公開（1年 6 ヶ月以内）の特許はノウハウですか。  

Ａ． これはまだ秘密情報であるという点でノウハウの一種と考えて良いでしょう。企業の場合技術を秘密に

しておけば何時までも独占的に実施できますのでその方が望ましいと言えます。しかしこれでは技術の普

及が妨げられるため特許制度は公開と引き換えに一定期間の独占実施利益を保障すると共に、権利の

終了後は万人共有の技術として誰でもが実施による利益を享有できるようにする制度であるということが

できます。 

大学の場合は論文などでも発表し広く研究の成果を実施してもらうということが大学の公共的使命にかな

うといえ企業の場合と同一に論じることはできませんが、出願段階ではまだ権利として出願しただけであ

り特許として成立するかどうかは未確定ですから、出願だけで安心しているわけには行きません。 

勝手に公開すれば同じような技術を企業がどんどん出願して大学で出願した特許が意味をなさなくなっ

てしまうことも考えられますし、そうでなくても公開により競合技術の開発を促進して出願技術の陳腐化を

早めてしまう結果にもなりかねません。そもそも特許法が公開制度を設けているにも拘わらず勝手に出願

技術を公開するなどということは特許制度を軽視するものであると言っても良いでしょう。特許を早期に公

開したい場合には特許法は早期公開請求制度を設けているのですから（特許法第 64 条の２）それによる

のが賢明でしょう。そうしておけば特許成立後実施者に対して補償金も請求することができます（特許法

第65条第1項）が、勝手に公開した場合にはそういう救済手段もありません。早期ﾗｲｾﾝｽのための公開な

どの要請に対してはケースバイケースで技術内容、公開の程度などを検討して対処して行きたいと考え

ています。 

Ｑ．管理が過ぎると業務に支障を来たすのではありませんか。 

Ａ． 確かにそういう面があります。企業では金庫にしまって帰ることなどを義務付けているところもあります。

又時々机の上に重要書類を置いていないかを点検する企業もあるようです。大学では全体としてノウハ

ウなどの技術情報を管理する体制は整っていません。だからこそご自身での秘密情報の管理には十分ご

注意をお願いしたいと思っています。例えば重要な研究成果の発表などには責任ある教授や理事の了解

を取ってから行っていただきたいと思います。しかし大学における営業秘密の管理指針の作成が推奨され

そのためのガイドラインも経済産業省から公表されていますから当大学でも指針の作成をしたいと考えて

いるところです。 
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大学における想定事例 

事例 名 称 内       容 解  説 

１ 教職員の不

正行為 

大学のノウハウを、大学の了解無しに、企

業に売却した。 

①図利目的使用(2①7) 

②雇用契約違反 

③従業員不正使用開示罪(14①

6） 

２ 学生の不正

行為１ 

大学と関係のある企業に出入りしていた学

生が、知得したﾊﾟｽﾜｰﾄﾞを使用して企業の

秘密情報を入手し就職を有利にするため

に競業会社に開示した。 

①不正取得､使用･開示(2①4) 

②不正取得後開示罪(14①3） 

３ 学生の不正

行為２ 

２．の事例で秘密情報をﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞした段階

で発覚し競合会社へ開示行われなかっ

た。 

①不正取得､使用･開示(2①4) 

②不正取得後使用・開示準備罪

(14①4） 

４ 学生の不正

行為３ 

３．の事例で秘密情報を競合会社へ開示

したが証拠が隠滅された。 

①不正取得､使用･開示(2①4) 

②不正取得後開示罪(14①3）、不

正取得後使用・開示準備罪(14①

4） 

５ 秘密管理性、

非公知性 

研究室の秘密情報が窃取された場合にお

いて研究室への立ち入りにつき 

(1)入退出記録長整備、研究生以外の入

室不許可（入口に明示）、部外秘印（秘密

管理） 

(2)立ち入り比較的自由、情報の管理なお

ざり 

(3)上記(2)と同様だが、研究室員に秘密

保持誓約書を出させていた 

(4)上記(1)と同様だが、情報は発表済み 

(1)秘密管理性あり 

①不正取得､使用･開示(2①4) 

②不正取得後開示罪(14①3）、窃

盗罪 

(2)秘密管理性なし（民事･刑事責

任無し） 

(3) 秘密管理性なし（民事･刑事責

任無し） 

(4)非公知性の要件欠訣（民事･刑

事責任無し） 

６ 偶然の聴取 大学を訪問していた製薬会社の従業員が

たまたま営業秘密に関する話を洩れ聞き

した。製薬会社が特許出願した。 

不正入手でなく又製薬会社の従業

員は大学の従業員でもないから民

事･刑事責任無し。 

７ 盗聴 上記６．の事例において製薬会社の従業

員が大学に盗聴器を仕掛けて盗聴してい

た場合。 

①不正取得､使用･開示(2①4) 

②不正取得後開示罪(14①3）、窃

盗罪（製薬会社にも責任の可能性

あり。） 

８ 正当取得(1) 

共同研究 

大学院生が共同研究の過程で正当取得し

た秘密情報を自己のﾍﾞﾝﾁｬｰ起業の為に

使用する目的でｺﾋﾟｰして使用した。 

①悪意･重過失使用･開示(2①6) 

②不正取得記録媒体取得･複製罪

(14①5） 

９ 正当取得(2) 

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 

学生がｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ中に正当に知った情報

をｺﾋﾟｰした。その後ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ先の競合会

社に就職し活用した。 

①不正取得､使用･開示 (2①4) 

②不正取得記録媒体取得･複製罪

(14①5） 

10 不正取得 

（留学生） 

留学生が共同研究先の情報を正当に取

得し、帰国後海外で使用した。 

不正取得記録媒体取得･複製罪

(14①5） 

【注】①「大学における営業秘密管理指針作成のためのガイドライン」（経済産業省、H16．4．）
による。 

   ②凡例：1②3は不正競争防止法第 1条第 2項第 3号を表す。 
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（特許庁･中国経済産業局主催、発明協会実施） 

文理系学生ｾﾐﾅｰ 

日時： 1 月 23 日（月）1 時限目(8:50～10:20) 

場所： 地域学部 5F 501 教室 

研究者・職員向け産業財産権ｾﾐﾅｰ 

日時： 1 月 24 日（水）15：00～17:30 

場所： 医学部保健学科棟２階 第２会議室 
 

第 4回特許MAP説明会 

テーマ：「食品廃棄物の処理と利用」 

講師：門木 秀幸 氏（鳥取県生活環境部衛生環境研究所） 

日時：1月 25 日（水）14:00～15:30 

場所：地域共同研究センター２F講習室 
 

特許相談会（1月） 

日時： 1 月 18 日（水）13：00 より（ご予約お願います。） 

場所： VBL４F 知財ｾﾝﾀｰ 

  

研究契約例文解説集作成（２頁） 

共同研究契約等に関する解説を作成しました。 

質問大募集中（２頁） 

意匠･商標･著作権などに関する質問をお寄せ下さい。 
 

QA 集：「意匠（デザイン）」 (３頁～７頁)  

今月はユニバーサルデザインなど最近とみに重要度が増した意匠につい

ての解説です。 

８頁に昨年の回顧録を添付しています。 

鳥大知財ニュース 
知財HP‥http://www.vbl.tottori-u.ac.jp/%7Eipmc/ 

 

発行：知的財産センター 

（１7号） 

2006 年 1月 1日 

予 定

トピックス

解 説
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意匠、商標、商号、著作権、ロゴタイプなどに関する質問をお寄せ下さい。 

（日常困っている点、疑問に思っておられる点などをお教え下さい。） 

例えば： 

①大学で作成した教育テキストの著作権は誰にあるのか。 

②学部で使っているマークを企業の商品に使ってもらっても良いか。 

③大学のマークを自分の研究成果発表ﾊﾟﾈﾙで使用しても良いか。 

 

ご注意 

①ご質問の内容は商標に関する規則などを制定するときの参考資料とします。 

従って質問に対しては個々には返答致しませんが、ご相談にお越し頂ければ 

検討いたします。 

②今回は意匠、商標、商号、著作権、ロゴタイプなどに限ります。 

（特許関係の質問は除きます。） 

1 月末日締め切り 

 
 

契契契約約約例例例文文文ののの解解解説説説ををを作作作成成成   

《契約の種類》 

・共同研究契約（文部科学省作成） 

・受託研究契約（ 〃 ） 

・実施許諾契約（当大学で使用中の例文） 

《解説の内容》 

・現行例文 

・修正案文 

・解説（契約条項の解釈、論点など） 

・参照条文（特許法、民法などの関連規定） 

 

（各解説とも約 60 頁（実施許諾契約は約 30頁）です。） 

 

入手ご希望の方は知財ｾﾝﾀｰまでお申し込み下さい。（ﾒｰﾙでお送り致します。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

知財ｾﾝﾀｰでは当大学で使用している契約例文の解説書を作成しました。  

！！質質問問大大募募集集！！  
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意匠（デザイン） 

Ｑ．意匠とはどのようなものでしょうか。 

Ａ．まず一般的にデザインとはどういうものでしょうか。１９８９年のデザインイヤーの趣旨の記載に於いては

「デザインとは、人間の想像力、構想力をもって生活、産業、環境に働きかけ、その改善を図る営みと要約

できます。」と述べられています。 

意匠法では意匠とは「物品の形状、模様、色彩又はこれらの組み合わせによって、視覚を通じて美感を起

こさせるもの」と定義されています。このような美感を起こさせる意匠（デザイン）は産業政策上重要な意

味を持っていますが、誰でも簡単に考えられるものではないので、優れた意匠を特に意匠権として保護す

る制度を設けています。これが意匠制度です。 

意匠の要件 

１ ． 物 品 性 

        ２ ． 形 態 性 

 ３．視覚性・美観性 

 

Ｑ．意匠はなぜ重要なのでしょうか。 

Ａ．パソコンを買うために電気店に行ってもデザインの違いくらいしか分かりません。

デザインの販売促進効果は実に大きいものがあります。ある自動車メーカーでは新

しく開発する自動車のデザインは米国、欧州、日本でデザインしその中から優れた

ものを選んでいるそうです。又別の自動車会社はデザインを重視した開発戦略で経

営を立て直したと言われています。 

 

Ｑ．デザインに関する最近の傾向は？ 

Ａ．２０世紀は「映像の世紀」「デザインの世紀」と呼ばれています。日本で「G マーク」選定制度が創設された

のは今から約５０年前の１９５７年のことでした。１９９０年代には２１世紀のデザインを指導するものとして３

つの大きな理念が提唱されました。そしてこれらのテーマは、１９９７年からはGマークのテーマ賞にも登場

しています。次世代のデザインの世界はこれらの概念を統合した新しいデザインの創出が一つの大きな

課題になっていると言われています。 

新世紀を表象する新しいデザインの指導理念 

エコロジーデザイン 環境にやさしいデザイン 

インタラクションデザイン パソコンの使いやすい画面表示 

ユニバーサルデザイン ハンデｨのある人にも使い易いデザイン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エコロジー 

デザイン 

ユニバーサル

デザイン 

インタラクション

デザイン

エコロジーデザイン 

マイクロ風力発電機「アウラ 500」
（那須電機鉄工㈱、デザイン：㈱
アートフロントギャラリー、ジャ
ン・フランソワ・ブラン） 
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Ｑ．ユニバーサルデザインとはどういうものですか。 

Ａ．この考え方の提唱者は米国のロナルド・メイス（故人）という人です。ご本人自

身身体に障害を持つ方で、それまでのバリアフリーの概念に代わってこの概念

を提案されました。「全ての人が人生のある時点で何らかの障害を持つ」ことを

前提に「障害（バリアー）に対処」するのではなく、「年齢や性別等にかかわらず

多様な人々が気持ちよく使えるように予め都市や生活環境を計画する」考え方

だと述ておられます。（ユニバーサルデザイン･コンソーシアムHPによる。）歩き

やすい道路、車椅子用リフト付自動車などがその例です。 

               ユニバーサルデザイン 

7原則（提唱者：ロン・メイス） ５つのキーワード（「日経デザイン」１９９９年２月号） 

１．だれでも公平に使用できること 

２．使う上で自由度が高いこと 

３．簡単で直感的に分かる使用方法となっていること 

４．必要な情報がすぐに理解できること 

５．うっかりエラーや危険につながらないデザインで

あること 

６．無理な姿勢や強い力なしで楽に使用できること 

７．接近して使えるような寸法・空間となっていること 

 

１．操作性：使用法が直感的に分かり、だれもが楽に

しかも自由に操れる 

２．安全性：だれもが安心して使え、万一失敗しても

事故につながらない。 

３．審美性：洗練され、だれもが心理的抵抗感なくおし

ゃれに使える。 

４．環境性：リサイクル可能な素材を使用でき、しかも

長期に使える工夫がある。 

５．市場性：価格が妥当で、国内市場のみならず国際

市場にも受けいれられる 

【注】 
「産業財産権標準テキスト（意匠編）」（経済産業省･特許庁企画、日本デザイン保護協会制作、発明

協会発行）による。 

 

Ｑ．美感というような人の感覚によるものをどのようにして判断するのですか。 

Ａ． この点あまり厳格に考えすぎる必要はないと思います。意匠は美しいと感じさせるものと申し上げまし

たが現実には必ずしもそうではなく、物の通常の形状でも権利になっている例があります。私は以前に床

や壁に電話線などを這わせるための保護カバーに関する裁判を傍聴したことがあります。 

保護カバーは比較的単純な形状のもの（横断面が半月状のもの、台形に近いものなど）が多く特に美感を

感じさせるようなものではなく、又床や壁に取り付けてもその美感が増すというようなものでもありません。

それでも意匠となっているわけです。 

 

Ｑ．大学にとってどのような関係があるのでしょうか。 

Ａ．地域学部では芸術文化センターなどで服飾のデザインの研究をされている先生などには直接関係して

きます。しかし工学部などの技術研究には関係がないと思うのは間違いです。 意匠は意匠であって技術

ではないというものの技術と密接な関係を持っています。意匠は単に美しい外観というのではなくそれは

優れた機能や性能が表に表れたものと言って良いでしょう。新製品等の有形の技術を開発した場合には

必ず外観が伴います。特許が不成立になった場合でも意匠が成立しておればそれで保護することができ

ます。意匠制度は現実には特許制度を補完して技術を保護する機能をも有しているのです。従って技術

研究の分野でもどんどん利用して欲しいと思っています。 
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Ｑ．それでは意匠制度の具体的な内容について教えてください。 

Ａ．意匠制度はその保護対象が「工業上利用できる意匠の創作」という点が特許と異なるだけで権利の内容

は特許とほぼ同様です。  ただし意匠の創作という保護対象の相違により特許と異なる特別な形態の保

護制度が定められています。 

特許制度と意匠制度 

 特   許 意   匠 

保護対象 発明 

（自然法則を利用した技術的思想の創

作のうち高度なもの） 

意匠の創作 

（物品の形状･模様･色彩等で美感を起こさせ

るもの） 

保護適格 

（登録要件） 

①産業上実施できること 

②新規性 

 ・公然と知られたものでない 

 ・公然と実施されたものでない 

 ・刊行物等に記載されたものでない 

③進歩性（容易に考え出すことができ

ないこと） 

④先に出願されていないこと 

⑤公序良俗違反でないこと 

①工業上実施できること 

②新規性 

・公然と知られたものでないこと 

（類似もダメ）

・刊行物に記載されたものでないこと（〃） 

③創作非容易性 

④先に出願されていないこと 

⑤不登録事由に該当しないこと 

・公序良俗違反 

・他人の業務と混同を生じる恐れのある 

場合 他 

権利の帰属 発明者個人。職務発明の場合使用者

に譲渡。 

左に同じ。 

手続き 複雑 

・出願公開制度（原則１年半後に公開） 

・審査請求制度（審査請求をして始め

て特許庁が審査） 

簡単 

出願すれば当然に審査され権利の成否が

決定される。公開、公告、審査請求制度な

どはない。 

制度のﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝ 特になし ①関連意匠（本意匠に類似する他の意匠） 

②組物の意匠（ナイフ、フォーク、スプーンな

ど同時に使用される２つ以上の

物品に関する意匠） 

③部分意匠（部品など１個の物の部分に関す

る意匠） 

④秘密意匠（登録後一定期間秘密にしておく

制度） 

本来的効力 特許発明の実施権を専有（特第６８条）

専用実施権の設定権（特許法第７７条）

通常実施権の設定（特許法第７８条） 

左に同じ（意匠法第２３条） 

〃（意匠法第２７条） 

〃（意匠法第２８条） 

侵害に対する効力 損害賠償請求権（民法第７０９条） 

差し止め請求権（特許法第１００条） 

信用回復の措置（特許法第１０６条） 

左に同じ（民法第７０９条） 

〃（意匠法第３７条） 

〃（意匠法第４１条により特許法第１０６条を

準用） 

効力の範囲 同一に限る。（特許請求の範囲内に限

る。ただし均等論などあり） 

同一又は類似のものに効力が及ぶ。（偶然の

一致でも良い） 

権利の存続期間 出願日から最長２０年 設定登録日から最長１５年 
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Ｑ．意匠による保護の特徴について教えてください。 

Ａ．意匠制度は成立するまでの手続きが特許よりも簡単で費用も安くつくのが特徴です。すなわち手続き面

では意匠制度においては特許のような審査請求制度がありませんから簡単です。（以前は特許に関して

は公告制度がとられており、意匠権にはこのような制度がありませんでしたのでこの点でも特許よりは手

続きが簡単だったのですが公告制度は廃止されましたのでこのメリットはなくなりました。）費用面では出

願料は両者あまり変わりありませんが、審査請求費用（約２０万円）が不要で、毎年の年金額も出願後１０

年目以降は特許が約１０万円／年であるのに対し意匠は約３．５万円／年と大幅に安くなっています。 

 

Ｑ．工業上利用できるとはどういう意味ですか。 

Ａ．意匠審査基準では次のようになっています。 

工業上利用することができる意匠 

要 件 内 容 意匠にならない具体例 

意匠を構成する

ものであること 

①物品とみとめられるものであること 

②物品自体の形態であること 

③視覚に訴えるものであること 

④美感を起こさせるものであること 

①建物（ﾌﾟﾚﾊﾌﾞは可）、気体、液体、粉状物 

②展示用に折りたたまれたハンカチの形状 

③音楽 

意匠が具体的な

ものであること 

添付図面などから具体的な意匠の内容

が導きだせること 

物品の使用目的、使用状態が不明なもの 

工業上利用する

ことができるもの

であること 

工業的に量産可能なものであること 自然物（装飾用置石、木目） 

土地、建物などの不動産 

純粋美術（芸術作品） 

 

意匠にならないものの例 

      （建物）          （美術品）     （粉状物）     （自然の木目）        （花火の形） 

  

Ｑ．関連意匠とはどういうものですか。 

Ａ．意匠法は意匠権の効力を大きくするために同一出願人が同日に同じ物品に関して類似の複数の意匠出

願をすることを認めています。この複数の出願のうち出願人が基本として指定するものを「本意匠」と言

い、他の意匠を「関連意匠」と呼んでいます。 

 

Ｑ．組物の意匠とはどういうものですか。 

Ａ．組物とは同時に使用される 2 つ以上の物品を総称したものです。例えば同時に

使用する食器セット（スプーンとフォークとナイフ）やオーディオ製品（アンプとス

ピーカ）などです。しかしどのような組物についても意匠出願ができる訳ではなく

組物として意匠出願できる組者は経済産業省例で定められています。この場合

組物全体として統一した美感をおこさせるようにデザインされていることが必要で

す。類似かどうかも組物全体として判定されることになります。 
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Ｑ．部分意匠とはどういうものですか。 

Ａ．部品（例：車のバンパー）など物品の部分は独立した取引の対象とはならず    

一つの物とは認められませんので本来は意匠登録はできないことになりま

す。しかし各部位別の意匠を保護する必要もあることから近年「部分意匠」の

制度が設けられました。Ｔシャツの柄に関して言えば T シャツ全体の意匠も

権利化することができますが前面の模様の部分だけでも部分意匠として出願することも可能です。この場

合他の人はTシャツであればどのような形のTシャツであってもそれに類似の模様や柄を採用することは

できません。なおこれは Tシャツの「意匠」ですので「商標」とは異なります。 

 

Ｑ．その他の制度との関係はどうですか。 

Ａ．意匠権による保護と特許・実用新案、著作権、不正競争防止法による保護とは側面を異にしつつも同一

製品に関して保護が重畳してきます。そこで法律は他種類の権利との調整を図っています。主なものは

次のとおりです。 

意匠権と他の権利との抵触関係 

特許･実用新案権との利用・抵触 特許等先出願→意匠を実施するためには特許権者等の承諾が必要

意匠が先出願→特許権者は実施不可能 

著作権との抵触（他人のキャラクター

を Tシャツの意匠とした場合など） 

意匠登録の出願日と著作権発生日との前後で優劣を決定 

 

Ｑ．木目模様なども意匠と言えるのでしょうか。 

Ａ．印刷された木目などはどのように保護されるのでしょうか。かってそれが問題となったケースがありまし

た。事件は木目をプリントした化粧紙を模倣して類似品を競合メーカーが販売したので元の印刷会社がそ

れの差止め、損害賠償を請求したという事案でした。木目は何地方の何の木の木目という風に結構選択

して使われているのです。この木目を写真精版して複製する訳ですが、元の木目は天然のものですので

それ自体には著作権も意匠権も関係がありません。木目のつなぎ目などは手で修正が施されているよう

ですがこの程度の加筆では著作権は発生しません。又元の写真自体には著作権は成立する可能性があ

りますが模倣者は元の写真を使用しているわけではありませんからこの点でも著作権侵害にはなりませ

ん。従って木目には意匠権も著作権も成立していないということになります。 

   そのような訳で原告の著作権侵害を理由とする請求は斥けられましたが、裁判所は民法第709条の不法

行為に該当するとして損害賠償請求を認容しました。 

この事件がきっかけとなって不正競争防止法が改正されて最初の販売開始後３年間に限って形態模倣行

為の禁止規定が設けられました。（不正競争防止法第2条第2項第３号）（デッドコピー（そっくり商品）の禁

止） 

不正競争防止法による保護 

混同惹起行為 

（同法第 2条第１項第 1号） 

需要者の間に広く認識されているものと同一又は類似の表示の使用又は表

示を使用した商品の譲渡などを禁止 

形態模倣行為 

（同法第 2条第１項第 1号） 

形態を模倣した商品の譲渡等の禁止。（3年を経過したものを除く） 

（形態には新規性や創作性は不要） 

 

【注】参照資料 
・「産業財産権標準テキスト（意匠編）」（経済産業省･特許庁企画、日本デザイン保護協会制作、発明

協会発行） 
・特許庁「実務者向け知的財産制度説明会 意匠審査基準」資料 
・経済産業省「戦略的デザイン活用の重要性について」 
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規程類の整備 

H17年 10月：「知的財産方針」制定、「発明規則」全面改正、「発明規則実施要領」制定 

 
研究特別支援企画の実施 

H17年７月～12月：「風力発電」に関して特許調査を実施（H18年に継続） 

 
特許情報利用支援 

H17年 7月：IPDL（特許電子図書館）専用端末導入 

H17年７月～12月：特許情報検索講習会を随時開催 

 
特許MAP説明会 

H17年８月：「キチン・キトサン」 

H17 年９月：「バイオマスエネルギー」 

H17 年 10月：「照明用 LED」 

（H18 年に継続） 

 
セミナーの開催 

H17年６月：知的財産センター設立 1周年記念「知的財産セミナー」を開催 

H17 年７月～12月：「特許集中セミナー」「産業財産権セミナー」を鳥取・米子で数次に亘り開催 

（いずれも特許庁・中国産業経済局主催、発明協会実施）（H18 年に継続） 

 
特許相談会  

毎月 1回開催。併せて先行技術調査も実施。 
 

契約例文解説書の作成  

H17 年９月：共同研究契約、受託研究契約等の契約例文に関する解説書を作成 

 
知財有効活用・ライセンス支援 

H17年３月：広報パネルの作成 

H17年７月：新技術説明会（東京）出展 

H17 年 12月：産官学連携ビジネスショウ（岡山）出展 

 
知財ニュースの発行（QA集） 

H17 年 1月号：「ソフトウエア（プログラム）の保護」 

H17 年２月号：「特許とは？」 

H17 年３月号：「特許になる発明、ならない発明」 

H17 年４月号：発明の日記念特集「特許制度の歴史」 

H17 年５月号：「大学で知的財産はどう役に立つのか」 

H17 年６月号：「知財方針案」 

H17 年７月号：「特許情報データベース」 

H17 年８月号：「知的財産推進計画2005」 

H17 年９月号：「特許の出願から成立まで」「有限責任事業組合」 

H17 年 10月号：「医療特許」 

H17 年 11月号：特集「知財方針」 

H17 年 12月号：「営業秘密（ノウハウ）」 
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特許相談会（２月） 

日時：２月１５日（水）13：00より 

相談者：滝本弁理士（鳥取大学客員教授） 

場所：VBL４F知財ｾﾝﾀｰ 

（相談ご希望の方はご予約お願います。） 

 

第 5回特許ＭＡＰ説明会 
テーマ：機能性食品 

日時･講師などは検討中 

  

第 4回特許 MAP説明会を開催 

1 月 25 日（水）に「食品廃棄物の処理と利 

用」の特許マップ説明会を開催した。今回の

説明会は「廃棄物･資源循環研究会」の行事

の一環として開催した。講師は門木 秀幸 

氏（鳥取県生活環境部衛生環境研究所）で、

約 20 名の参加があり活発な質疑応答が行

われた。 

 

QA集：「商標・商号」 (２頁～８頁)  

今月は商標と商号についての解説です。商標は商品又はサービスに添

付するマーク、商号は会社の名称です。大学発ベンチャーなどを企画す

るときに必要な事項を簡潔に記載しています。 

 

鳥大知財ニュース 
知財 HP‥http://www.vbl.tottori-u.ac.jp/%7Eipmc/ 

お急ぎ下さい！ 

本年度中の特許出願を予定されている方は至急「発明届け」を研究協力課

迄ご提出下さい。 

 

発行：知的財産センター 

（１８号） 

2006年 2月 1日 

予 定

 予定 

 

解 説

 予定 

 

報 告

 予定 
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商標・商号 

Ｑ．商標と商号とはどう違うのでしょうか。 

Ａ．理論的には両者は全く別物です。簡単に言えば商標は商品･サービスの名称、商号は会社の名称・店名

と言って良いでしょう。しかし商号が実際には商標と同じように扱われている場合もありますのでややこし

いのです。例えば商品名が「因幡カステラ」でそれを製造している会社が「因幡カステラ株式会社」である

とすると確かにややこしいですね。商標は以前は商品（物）の名前だけだったのですが、平成 4 年に役務

（サービス）の分野にも拡大されています。銀行の「○○積み立てプラン」、運送会社の「△△便」とかいう

ような名前がこれに当たります。これをサービスマークと呼んでいます。又社標として使用されている標章

を「ハウスマーク」と言います。 

 

商標と商号の違い 

 商  標 商  号（現行） 登録品種の名称（参考） 

保 護 の

対象 

①商品（物）の名称 

   ・・・○○煎餅、車の名

前 

②役務（サービス）の名称 

   ・・・△△パック旅行 

商人（営業主体）の名称 

・個人・・・○○屋（屋号） 

・法人・・・△△株式会社 

新品種 

品種の名称の例：20 世紀、コ

シヒカリ 

（Ｈ10 年以前の種苗法では名

称の登録だけであったが現在

の育成権は特許に近い権利と

なっている。） 

保 護 区

分 

商品･役務に関して４５の類

に区分されており、類毎に

保護 

類似商号登録禁止は同

一営業内。保護はそれに

限らない。 

登録は農林水産植物の種類

毎 

保 護 地

域 

日本国内 同一市（区）町村内 日本国内 

管 轄 行

政庁 

特許庁 法務省・法務局 農林水産省 

 

商  標 

Ｑ．商標はなぜ重要なのでしょうか。 

Ａ．消費者が商品を買うときは何を基準にするでしょうか。機能、性能、デザインなども勿論

基準になるでしょうが、どこどこの会社の製品は安心して買えるからというようなことも大事な要素ではな

いでしょうか。その会社の製品であるかどうかはついているマーク（標章）によって分かります。このマーク

で商標として登録されたもの商標です。（同じ会社でも製品分野別に異なる商標をつけています。）つまり

商標は他の会社の製品と区別する機能がある訳です。これを「識別力」と言っています。商標も商号も企

業にイメージ戦略上非常に重要な役割を果たしています。 

 

商標の機能 

 

 

 

 

 

 

出所の識別 

品質の保証 

宣伝･広告（有能なセールスマン） 
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Ｑ．特許などとは大分違っていますね。 

Ａ．そのとおりです。特許、実用新案、意匠の創作などは新しいアイデアを保護するものですが、商標は創造

性ではなく商品に対する信用を保護するものです。このように性格が異なりますので米国では日本の特

許庁に当たる行政機関は特許商標庁という名称になっています。 

個人が良い商標や商号を考え出してもそれは発明や創作ではありませんので大学への承継ということも

大学がそれに対して補償するということもありません。 

さらに商標侵害（偽物）の場合、権利者だけではなく消費者も被害を受けるという点も特許などとは異なっ

ています。 

 

Ｑ．大学にとってどのような関係があるのでしょうか。 

Ａ． 大学は法律上の「商人」ではありませんから「鳥取大学」という名称は商号とは言えません。また鳥取大

学のマークも商品や役務に使用するものでもなく又登録もしていませんから商標ではありません。 

他の大学では校章を教育に関するサービスマークとして登録されている例もあるようですが当大学では

登録はしていません。大学として教育プログラムの名称（○○コース）や大学グッズ（大学のマーク入りの

文房具や衣料品など）に添付するマークなどに関して商標登録することも考えらないではありません。し

かし後者に関しては製造･販売は大学自身ではありませんので大学が商標を登録し、製造・販売企業に使

用許諾することは問題を生じる可能性もあると考えられます。 

 

Ｑ．偽ブランド品も商標の問題ですか。 

Ａ．コピー商品（模造品）は勝手に他人の意匠や商標を使用しています。他人の信用やＰＲ効果に便乗する

ものなのでフリーライドと呼ばれています。日本で偽ブランド品と言えば、バッグや財布、化粧品、服飾品

などの輸入雑貨品をすぐに思い浮かべます。フランスやイタリアなどのブランド品は王室御用達であった

り、有名デザイナーのデザインであるなどそれぞれ伝統を持っています。偽物も精巧に作られていますの

で簡単には見分けがつきません。メーカーも企業秘密があるので正確な見分け方は公表していません。

公表すると直ぐに真似をされるからです。 

開発途上国などでは日本の自動車の部品などの偽物も出回っています。機械メーカーなどは製品の偽物

がでてくると直ぐに価格が下がるので常に目を光らしています。 

 

Ｑ．偽物はどのように取り締まられているのですか。 

Ａ．商標法違反として時々偽物摘発の記事が新聞に載っています。海外から輸入される偽物は関税定率法

という法律によって輸入が禁止されています。この関税定率法第 21条第 1項は、偽物に限らず特許侵害

品、麻薬、偽造通貨、風俗を害する書籍など日本に輸入されては困る物の輸入を一般的に禁止している

条項です。この規定に基づいて税関が水際取締りを実施しています。以前は輸入が禁止されているだけ

でしたが現在では税関長が輸入しようとされた偽物の没収･廃棄処分をすることも可能になっています。

また商標権者から輸入差し止めを申し立てる制度も設けられています。 

（平成 15年度の知的財産権侵害疑義物品の輸入差し止め件数約 7400件、差し止め点数約 77万点） 

 

Ｑ．商標を考えるときはどのような点に注意すれば良いでしょうか。 

Ａ．まず申し上げたいのは商標を調査する前に先に名前を絶対に決めてはいけないということです。それは

９９％同じような名前が既に存在するからです。同じような名前があれば登録できないだけでなく、使用す

れば商標侵害としてトラブルを生じる可能性があります。ネーミングの過程は先ず名称を考えて、調査し、

さらに考えるということの繰り返しになります。最後にこれで大丈夫という名前が決まればその段階で正式

に商品名として決定すれば良いでしょう。 
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①簡単で覚えやすいこと 

②快いリズム感を持っていること 

③美的センスをもっていること 

④商品のイメージにマッチしていること 

⑤需要者の好みにマッチしていること 

⑥需要者に強烈な印象を与えること 

⑦独創性があること 

⑧広告、宣伝媒体に適していること 

⑨すぐに時代遅れにならないものであること 

 

鳥 大 

良いネーミング 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

【注】特許庁企画・（社）発明協会制作「工業所有権標準テキスト商標編」より転載 

Ｑ．文字だけでも商標になるのですか。絵や図柄はどうですか。 

Ａ．商標法（第 2条第 1項）は「文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩

の結合」と規定しています。以前は平面的なものに限られていましたが平成 8年の改正でビンや人形の形

のような立体的形状も商標として認められるようになっています。 

オートバイやスポーツカーのメーカーの自動車などには独特の排気音のするものがありそれを売り物にし

ているメーカーもありますがこのような音は商標にはなりません。テーマ音楽なども同様です。（日本では

「視覚に訴えるもの」に限られていますが米国などのように「音響商標」や「匂い」なども商標としての登録

が認められている国もあります。） 

 

 

 

商標の種類（実際の商標ではありません。） 

（文字商標）        （図形商標）       （記号商標）      （結合商標）      （立体商標） 

 

知財ニュース 

 

 

Ｑ．どのような場合が類似となるのですか。 

Ａ． 類似かどうかは通常次の 3つの基準で判断されます。 

   外観の類似については構図、着想などを全体的に考慮します。 

類似･非類似の判断基準 

 

類似の種別 内   容 例 

称呼類似 呼び方（発音）が類似 日航と日交 

外観類似 見た目（形状・色彩など）が類似  

観念類似 意味･内容が類似 星とスター、キングと王 

排気音は× 

王＝king 

tar 

星＝star 
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Ｑ．それでは商標制度の具体的な内容について教えてください。 

Ａ．意匠制度はその保護対象が「工業上利用できる意匠の創作」という点が特許と異なるだけで権利の内容

は特許とほぼ同様です。  ただし意匠の創作という保護対象の相違により特許と異なる特別な形態の保

護制度が定められています。なお商標は有効期間が 10 年ですが、更新を繰り返すことにより永久に存続

が可能です。この点が特許などとは大いに異なります。 

商標制度と意匠制度の比較 

 商    標 意   匠 

目   的 業務上の信用の維持による産業の発

展 

意匠の創作の奨励による産業の発展 

保護対象 識別力のある標章 意匠（物品の形状･模様･色彩等） 

保護適格 

（登録要件） 

①識別力を有すること ①新規性 

②創作性 

権利の帰属態様 使用者に帰属。個人から大学への譲渡

はない。個人的な発明･創作ではない

から補償制度の適用外。 

意匠の創作者個人。職務上の創作の場合個

人から使用者に譲渡。補償制度の適用あり。 

手続き ・出願公開制度あり。（商標法第 12 条

の２） 

・審査請求制度なし。（出願すれば当然

に審査される。特許と異なる） 

・公開制度なし。（商標と異なる） 

・審査請求制度なし。（商標と同じ） 

制度のﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝ ①団体商標（商標法第７条） 

構成員に対して使用させることを目

的とする商標 

②防護標章（商標法第 64条） 

著名商標について指定商品･役務以

外の商品･役務についても保護を認

める制度 

③地域団体商標（地域ブランド） 

（18年 4月新設予定） 

①関連意匠 

②組物の意匠 

③部分意匠 

④秘密意匠 

本来的効力 登録商標の使用権を専有（商標法第

25条） 

専用使用権の設定権（商標法第 30条） 

通常使用権の設定権（商標法第 31条） 

専用権（意匠法第 23条） 

専用実施権の設定権（意匠法第 27条） 

通常実施権の設定権（意匠法第 28条） 

侵害に対する効力 損害賠償請求権（民法第７０９条） 

差止請求権（商標法第 36条） 

信用回復の措置（商標法第 39 条によ

る特許法第１０６条の準用） 

左に同じ（民法第７０９条） 

差止請求権（意匠法第 37条） 

信用回復の措置（意匠法第 41条による特許

法第１０６条の準用） 

効力の範囲 専用権は指定商品･役務と同一の商

品・役務のみ。禁止権は類似の標章に

及ぶ。（商標法第 37条） 

（参考） 

同一商標･役務＝商品･役務の同一＋

商標の同一 

類似商標･役務＝商品･役務の類似

and/or商標の類似 

 同一又は類似の意匠に及ぶ 

（参考） 

同一意匠＝物品の同一＋意匠の同一 

類似意匠＝物品の類似 and/or意匠の類似 

権利の存続期間 登録日から１０年。更新することがで

き、更新により無期限に存続可能。 

登録日より 15年。 
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Ｑ．商標登録の要件について教えて下さい。 

Ａ．一般的な地名や名称は識別力を欠きますし、そのような一般名称を特定の企業しか使用できなくなると

いうのもおかしいですから登録を受けることはできません。逆に本来商標であったものが一般名称として

通用している場合もあります。（ウオークマン、エレクトーン等）商標の登録には新規性は必要ありません

から同じ商標であっても 10 年の期間更新をしないでおいたりすると他の人が直ぐにそれを登録してしまう

可能性がありますから注意が必要です。（海外企業などで日本の商標を狙っている企業もあります。） 

なお商標の登録には「使用の意思」が必要です。 

 

商標として登録を受けられない場合 

 

Ｑ．誰かが商標として登録してしまえば分野の違う商品についても同じ名前は使用できないの

ですか。 

Ａ．そうではありません。例えばお菓子について商標を登録すれば、同じ名称を衣服についても使用できな

いというのでは独占の範囲が広すぎます。食品と衣料品では商品の分野が異なりますので消費者が出所

を混同することはありません。そういうわけで商標法は商品や役務を 45 の範疇に分類して同一分類内で

の重複した登録を認めないようにしています。出願するときには商品・役務の分野を指定する必要があり

ます。この分野を指定商品、指定役務と呼んでいます。 

 

Ｑ．しかし有名ブランドなどは種類の違う商品であっても使用されてはやはり困るのではない

でしょうか。 

Ａ．そのような場合に備えて防護標章という制度が設けられています。需要者の間で広く知られている商標

を「周知商標」と言い、その中でも特に周知の程度の高いものを「著名商標」と言っています。このような著

名商標は「防護標章登録」を受けることにより禁止権を非類似の商品や役務にまで拡大することができま

す。 

風俗店営業店などがイメージ効果を狙ってフランスの有名ブランドと同じ名称を店の名前に使用する場

合がありますが、このような場合には不正競争防止法（第 2条第 1項第 2号）の著名表示冒用行為として

規制されます。 

 

区  分 内  容 具体例 

他人の商品･役務との識別力を有

しないもの（第 3条関連、6種類あ

り。） 

①普通の名称、一般的な名称 

②産地、品質、用途、数量のみか

らなる名称 

③ありふれた氏名、きわめて簡単

なもの。  他 

観光ホテル 

鳥取産、一級酒、スーパーデラッ

クス、ワンセット 

田中 

絶対的不登録事由に該当するも

の（公益的理由）（第４条の一部） 

日本又は外国の国旗、国際機関

の標章、勲章などと同一又は類似

の標章 など 

日の丸（マーク）、国連のマーク、

オリンピックのマーク、赤十字のマ

ーク 

相対的不登録事由に該当するも

の（私益的理由）（第４条の一部） 

他人の肖像、氏名、芸名、周知商

標などを含むもの など 

 

その他の不登録事由に該当するも

の 

不正使用により商標登録が取り消

された場合など 
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Ｑ．最近地域ブランドという言葉を良く聞くのですが。 

Ａ．農水産品などでは産地自体が一つのブランドと言える信用力・ＰＲ効果を有している場合があります。こ

のような効果を保護して地域振興を図るため、この４月から地域の名称を取り入れた商標というものが団

体商標の一種として認められる予定になっています。これがいわゆる地域ブランドで地場産業の振興など

に大いに役立つものと思われます。 

地域団体商標の登録要件 

①出願人が組合などであること。（法人格を有し且つ加入が自由なものに限る。） 

②構成員に使用させる商標であること 

③需要者の間に広く認識されているものであること 

④標章が下記の要件を備えていること 

 一地域の名称と通常の商品･役務の名称で構成されていること 

（○○りんご、△△みかん） 

 二地域名と商品･役務とが密接な関係にあること 

⑤その他通常の商標としての登録要件を満たしていること 

 

Ｑ．商標もライセンスできるのですか。 

Ａ．理論的には可能ですし、商標法にも使用許諾（特許の場合の「実施許諾」とは用語が異なるだけです。）

の制度が認められています。（商標法第30，31条）しかし有名商標が付いているのでそのメーカーの製品

だと思って購入したところ他のメーカーの製品であった場合には消費者が困ります。（勿論商標を有する

会社の商品として販売されている場合は別論です。）商標を使用許諾した会社にも製造物責任、瑕疵担

保責任などが発生することがあります。従ってうかつに使用許諾などしない方が賢明です。特に大学など

の公的な者の場合は仮に商標を保有している場合でも（大学のマークを商標登録した場合など）第三者

に使用許諾などはしない方が良いと思われます。民間企業の場合でも類似の商標をしたい企業に対して

あまり著名でない商標を例外的に使用許諾することが行われているだけです。勿論日本を代表するよう

な自動車メーカーや電器メーカーなどが自己の商標を使用許諾することなどは考えられません。なお上

記のように商標は 10 年毎に更新でき永久に存続可能ですから使用許諾契約も商標が存続する限り何時

までも有効です。 

商  号 

Ｑ．商号に関する制度はどうなっていますか。 

Ａ．会社設立の際に一番頭を悩ますのは会社の名称を考えることです。規制上は会社の場合には株式会社、

合名会社など会社の種類を表示するという制限以外特に制限はありません。もちろん良いイメージの名

前を考える必要があります。困るのは既に登記されている名称と異なる名称を考えなくてはならないとい

う点です。これは良いと気に入っても商標の場合と同様に既に登記されている場合が多くあります。しかし

この点は会社法が改正されると随分楽になります。（5月頃改正法施行予定）同一住所で同一名称でなけ

れば登記できるからです。 

 

 

 

Ｑ．それでは自分で有名会社と同じ名前の会社を設立することができるのですか。 

Ａ．そういうことになりますが有名会社と間違うような営業行為などは不正競争防止法によって規制されます。 

 

鳥
大
株
式
会
社 
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商号・営業主体に関する規制 

 現行法（商法） 新会社法（5月施行予定） 不正競争防止法 

商号（名

称）自体

に関す

る規制 

第 16条 

商人はその氏、氏名その他の名称をもっ

て商号とすることができる。 

第 17条 

会社の商号中にはその種類に従って・・・

株式会社の文字を用いることを要する。 

第１８条① 

会社でない者は商号中に会社であること

を示す文字を用いることができない。 

 

 

 

第 6条 

①会社はその名称を商号とする。 

②会社は・・・株式会社という文字を用

いなければならない。 

③会社は他の種類の会社であると誤

認されるおそれのある文字を用いては

ならない。 

第 7条 

会社でない者は、名称又は商号中に

会社であると誤認される恐れのある文

字を用いてはならない。 

 

商号の

登録 

第 19条 

「他人が登記した商号」は同一市町村内

において同一営業のために登記すること

ができない。（同一市（区）町村内にお

いて同一営業（分類がある訳ではない）

のために同一商号の登記不可。） 

（削除） 

同一住所で同一商号でない限り登録

可能 

 

効力（不

正使用

の差止

等） 

第 20条 

商号の登記をした者は不正の競争の目

的をもって「同一又は類似の商号」を使用

する者に対して使用を止めるべきこと請

求することができる。但し損害賠償の請

求を妨げない。 

（例：同業者が類似の商号を使用すれ

ば他の市町村内でも差し止め、損害賠

償の請求が可能。） 

第 21条（例は右記と同じ） 

①何人も不正の目的をもって「他人の営

業なりと誤認せしむべき商号」を使用する

ことができない。 

②前項①の規定に違反して商号を使用

する者があるときはこれによって利益を

害される恐れのある者はその使用を止め

るべきことを請求できる。但し損害賠償の

請求を妨げない。 

第 8条（左記第 21条に対応） 

①何人も、不正の目的をもって、「他の

会社であると誤認されるおそれのある

名称又は商号」を使用してはならな

い。 

②前項の規定に違反する名称、商号

の使用によって営業上の利益を害され

る恐れのある者は、その利益を害する

恐れのある者に対して侵害の（停止）

予防を請求することができる。 

第 2条第１項 

①周知表示混同惹起

行為（広く認識されて

いるものと同一若しく

は類似の商品等表示

の使用） 

②著名表示冒用行為

（他人の著名な商品

等表示と同一若しくは

類似のものの使用） 

⑫ドメイン名不正使

用（他人の氏名･商

号・商標等と類似のド

メインの使用） 

⑮代理人等による商

標冒用行為等 

名義 を

貸 し た

場合の

責任 

第 23条（名板貸し） 

自己の商号を使用して営業をすることを

許諾した者は、自己を営業主であると誤

認して取引をした者に対してその債務に

ついてその他人と連帯して弁済の責任が

ある。 

第 9 条（商号の使用を許諾した会社の

責任） 

自己の商号を使用して、事業を行うこ

とを許諾した会社は当該会社が当該

事業を行うものと誤認して取引をした

者に対して当該他人と連帯して債務を

弁済する責任を負う。 

 

【注】参照資料・「産業財産権標準テキスト（商標編）」（経済産業省･特許庁企画、発明協会制作・発行） 
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特許相談会（３月） 

日時：３月９日（木）13：00より 

相談者：滝本弁理士（鳥取大学客員教授） 

場所：VBL４F知財ｾﾝﾀｰ 

（相談ご希望の方はご予約お願いします。） 
 

第 5回特許ＭＡＰ説明会 

テーマ：「機能性食品」 

日時：３月１５日（水）１５時～１７時 

講師：野口 誠 氏（鳥取県産業技術センター食品開発研究所） 

場所：VBL４Fセミナー室 
 

 

QA集：「大学発ベンチャー」 (２頁～７頁)  

今月号は大学発ベンチャーについての解説です。大学発ベンチ

ャーの役立を考えておられる方、現在大学発ベンチャーとして事

業を行っておられる方は、是非ご一読下さい。（有限会社制度は５

月頃の新会社法施行時に廃止されます。） 

 

 

鳥大知財ニュース 
知財 HP‥http://www.vbl.tottori-u.ac.jp/%7Eipmc/ 

鳥取大学の知財活動を紹介！ 

「パテント２月号」（弁理士会会報）で当大学の知的財産活動及び産官学

連携活動について紹介しています。閲読ご希望の方は知財センター迄ご

連絡ください。 
 

 

発行：知的財産センター 

（１9号） 

2006年 3月 1日 

予    定 

解    説 
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大学発ベンチャー 

Ｑ．大学発ベンチャーとはどういうものでしょうか。 

Ａ．特別な定義はありません。要するに大学での研究成果を利用して大学の関係者が中心となっ

て行う小規模な事業が俗に大学発ベンチャーと呼ばれています。経済産業省は大学における

研究成果を有効活用して経済の活性化を図るため平成 13 年 5 月に「大学発ベンチャー1000

社計画」（いわゆる「平沼プラン」）を発表しました。平成 16 年度末には約 1100 社となり数値的

には目標は達成されましたが、まだ経営の不安定なベンチャーが多く優良ベンチャーの育成が

今後の課題とされています。大学発ベンチャーでない一般ベンチャーの場合には、成功する確

率は 1000社に一つとも 1500社に一つとも言われています。 

大学発ベンチャーの経済効果（H17.3時点） 

企業数：1112社（内株式公開予定企業数 約 200社） 

経済効果：直接的な効果…雇用者数 約 1.1万人。売上高 約 1600億円 

間接的な波及効果･･･雇用者数 約 2.1万人。売上高 約 3000億円 

鳥取大学の大学発ベンチャー（18.2現在） 

（有）SOM JAPAN（自動組織化 MAP） 

（有）隼内水面研究所（本モロコの養殖） 

（有）Chromo Center(遺伝子解析) 

Ｑ．大学発ベンチャーにするとどういうメリットがあるのですか。 

Ａ．兼業許可が認められ一定の枠内（20％以内）で事業のために時間を割けるようになること、す

なわちそれが職務専念義務違反にならないようになることが最大のメリットでしょう。大学の建

物を事務所に使用したり、研究設備をベンチャー企業のために利用することは、現在国の方で

検討がなされているようですが現時点ではそのような制度はありません。 

Ｑ．学内での手続きについて教えて下さい。又どのような支援が受けられるのです

か。 

Ａ．兼業許可申請が必要ですので先ず研究協力課への届け出をお願いします。知財問題、事業

企画、資金調達、経営指導、外部機関に対する支援要請などは産学連携に関係する部門（地

域共同研究センター、知的財産センター、ベンチャービジネスラボラトリーなど）に個別にご相

談下さい。大学発ベンチャーに関しては国や国の外郭団体も支援を行っています。例えば発明

協会は弁護士、税理士などの専門家を無料で派遣する制度を設けていますし、日本科学技術

振興機構も支援制度を設けています。県や市も一般的なベンチャー支援のための相談制度、

資金援助制度を設けていますのでこれらを利用することも可能でしょう。 

Ｑ．個人経営と会社組織にした場合との違いについて教えてください。 

Ａ．会社組織とした場合の最大のメリットは税金面でのメリットです。これは役員報酬（給与）を人

件費として控除することができるからです。勿論役員には所得税がかかりますが給与控除が認

められこの額が青色申告特別控除や所得控除額よりも大きいためその分有利になるのです。し
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かし国税庁は同族会社等について一定金額を超える給与に関してはこの会社の経費と認めな

い方向で法人税の改正を検討していますのでこれが実施されると法人とした場合の税金面で

のメリットは殆どなくなってしまいます。そうすればこれらの会社に関しては会社組織とすること

のメリットは組織的経営のための便宜、資金借り入れのための信用力の保持等が中心となるで

しょう。 

個人経営と法人経営の差異（売上高 3000万円の場合の試算）   （単位：万円）                                               

項    目 個人の場合① 会社の場合② 差②-① 

売上・税引き前利益

（役員報酬控除後）

等 

売 上 高① 3000 3000 0 

原価･諸経費② 2000 2000 0 

役員報酬（費用）③  1000 1000 

利益(①-(②+③)) 1000 0 △1000 

個人に対する税金① 個人事業税等 239 157 △82 

（控除額） （青色･所得 179) （給与・所得 334） （165） 

法人に対する税金② 法人税等 0 7 ７ 

税金総額（①＋②）  239 164 △75 

税引き後利益 （個人＋法人） 761 836 75 

【（株）関西ベンチャーインキュベート 公認会計士 岡森 久倫 氏 作成】 

Ｑ．1円でも会社が設立できると聞きましたが。  

Ａ．昔は会社を設立するためには 7 人以上の発起人が必要で、各発起人が最低 1 株を引き受け

ることになっていましたので 1 株の額面が 500 円の時代には 3500 円、5 万円の時代には 35

万円で株式会社を設立することができました。しかし会社は一定規模以上のものに限った方が

良いということで平成 2 年に株式会社は 1000 万円、有限会社は 300 万円の最低資本金の制

度が設けられました。しかし「空白の 10 年」といわれる不況下にあって新規事業の設立を促す

ため平成 15 年 2 月の新事業創出促進法の改正により１円でも株式会社が設立できるという特

例が設けられました。この特例を利用するためには創業者であること、5 年以内に最低資本金

の要件を満たすことなどの条件を満たすことが必要です。このため会社の設立に当たっては経

済産業局での創業者であることの確認手続きを行う必要があります。昨年成立した新会社法

（18年5月頃施行予定）では株式会社についてこの制度が恒久化されます。新法下では一般的

な制度として規定されていますので確認手続きなどは不要になります。従って最低資本金以下

の資本金で株式会社を設立しようと考えておられる方は新法施行まで待たれるのが得策かも

知れません。（新会社法施行後はこの特例法は廃止されることになっています。） 

Ｑ．新規事業を起こす場合どのような形態がありますか。 

Ａ．会社組織にするのが一般的ですが個人経営でも可能です。又最近は新規起業を促すために

新しい事業形態も制度化されていますから今後ベンチャー創出をお考えの方はそれらも検討さ

れると良いと思います。 
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事業形態の種類 

事業形態 内  容 特  徴 備  考 

有限会社 

（有限会社法） 

有限責任社員のみ 組織・運営などに柔軟性 

（中小会社に適している） 

有限会社法は新会社

法施行時に廃止予定 

株式会社 

（商法･新会社法） 

 

株主は有限責任。 

所有と経営が分離 

株主・債権者保護のため

組織、運営、計算などが

定型的に決まっている。 

新会社法で組織、運

営など多様化。一人

でも設立可能。 

合名会社（ 〃 ） 

合資会社（ 〃 ） 

無限責任社員のみ 

〃＋有限責任社員 

法人ではあるが個人経営

に近い。（人的会社） 

新会社法施行後も存

続 

合同会社 

（新会社法） 

米国 LLC型 

法人格有り。 

ﾊﾟｽｽﾙｰ課税では無い点

が LLP と異なる。 

新会社法で新設 

有限責任事業組合

（有限責任事業組合

契約に関する法律） 

英国 LLP型 

組合（契約）の一種 

法人格無し 

自由な組織と運営 

有限責任 

構成員（ﾊﾟｽｽﾙｰ）課税 

H17.8月新設 

中小企業組合 

（中小企業等共同組

合法） 

事業協同組合、企

業組合等各種有り 

法人格有り。 

相互扶助目的 

加入･脱退は自由 

議決権は平等 

モニュメント型風力発

電で産学連携に利用

実績あり。（福井大学） 

組  合（民 法） 個人間の契約 共同事業と成果の分配 法人格無し 

個  人 個人が経営 自由な運営 現在は税制面で不利 

Ｑ．会社制度はなぜ良く変更されるのですか。 

Ａ．現在の会社に関する規則は商法の中に規定されており商法は制定後 100 年以上経過してい

ます。この間商法が予測していなかったような事態がいろいろ生じてきました。昭和 25 年の大

改正では授権資本制度や無額面株式制度が取り入れられています。また大会社に対する規制

の必要や小規模会社の増大に対しては特別法（有限会社法もその一つ）や特例処置（株式譲

渡制限規定など）の設定という形で対応がなされてきました。経済は生き物であり、経営からの

会社制度に対するニーズも絶えず変化しています。近年は毎年改正が行われ平成 13年には 3

回も改正が行われました。平成 11 年から 14 年にかけての改正は未曾有の不況下にあって企

業再編、米国流の企業統治（コーポレートガバナンス）に対応するための一連の改正が行われ

ました。最近新聞紙上を賑わした株式交換制度もこのときの改正により制度化されたものです。

また現在は小規模のベンチャー企業の育成が国家的課題となっています。このようなニーズに

適切に対応していくためには現行商法の部分改正では限界があるということで今までの法体系

を抜本的に見直し今の商法第2編（会社法）に代わるものとして新たに会社法という名前の別の

法律を作ることにしたのです。この過程の中で、資本充実の原則や株主平等の原則など今まで

金科玉条のように考えられてきた原則が崩れつつあります。 
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建前と現実の間で揺れ動く会社制度 

 原  則 修  正 

 

株

式 

株式の譲渡 自由 譲渡制限可能 

自己株式の取得 原則禁止（弊害あり） 自由化（金庫株解禁） 

株主平等の原則 議決権など一株の権利は均等 不均等取扱可能（種類株式制度拡大） 

資本充実の原則 株主･債権者保護のため厳守 弾力化 

 

 

機 

 

 

関 

株主総会 株主は会社の所有者であり総会

は最高の意思決定機関である。 

法令定款で定めた事項に限定。（取締

役会非設置会社では限定されない。） 

取締役・取締役会 経営に関する事項は取締役会

で決定。しかし常務会制度など

により取締役会が形骸化 

執行役制度採用の会社では業

務執行は執行役が中心。新会

社法では非公開会社について

は取締役会の設置は任意 

監査役・監査役会 厳格な監査。（監査役会制度、

外部監査役、会計監査人） 

取締役会非設置会社について

は監査役を置くかどうかは任意 

最近の改正 

改正年次 項  目 改正内容 

商法改正

（平成 11 

～14年） 

企業再編の容易化 会社分割、株式移転･交換制度の創設。 

株式･資本金 額面株式廃止。無額面株式のみ（株式と資本の関係切断） 

金庫株解禁。ｽﾄｯｸｵﾌﾟｼｮﾝの拡大。新株予約権制度の創設。 

ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ 

（企業統治） 

執行役制度の導入。外部監査の強化 

株主代表訴訟制度見直し。取締役の責任軽減。 

新会社法

（18年 5月

頃施行予

定） 

設立手続きの容易

化 

最低資本金の撤廃。銀行の払込金保管証明不要。現物出資

における検査役の調査を緩和。 

機関設計の自由化

（株式譲渡制限会社） 

取締役会設置任意。非設置の場合取締役は一人でも可。こ

の場合監査役の設置も任意。取締役の任期 10年まで可。 

その他 商号規制撤廃。種類株式（議決権の無い株式等）制限緩和。

株式不発行制度採用。取締役の責任は原則過失責任。 

Ｑ．今有限会社を設立するのと新株式会社を作るのとではどちらが良いでしょうか。  

Ａ．そもそも有限会社にはどのようなメリットがあったのでしょうか。有限会社は小規模でも有限責

任（出資者は債権者に対して出資額以上の責任を負わない。）の会社を作れるようにしたもの

です。従って会社の組織が簡単で自由な会社運営が特徴です。新会社法下では株式会社でも

同じようなことが可能になりますので結論的に言えば今有限会社を設立しても新法施行後株式

会社を設立しても両者間にあまりメリット、デメリットは存在しないと言われています。しかし新会

社法施行後は有限会社法は廃止されることになっていますので、どうしても有限会社を作りた

いのであれば今のうちということになります。 
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有限会社と株式会社の主要差異 

 有限会社（現） 株式譲渡制限会社（現） 非公開会社（新） 

株式譲渡制限 当然に制限。但し社

員間では自由 

定款で規定すれば可

能。株主間でも制限。 

左に同じ 

社員･株主の議決

権 

議決権は出資口数と

は別個に定め得る 

原則として所有株式数

に比例 

種類株式多様化により不

均等の範囲拡大 

取締役 一人でも可能。 

任期無し 

3人以上必要。 

任期 2年 

取締役会非設置会社は一

人でも可能。任期10年 

取締役会 任意的 必要 非公開会社は任意的 

代表取締役  〃  〃 取締役会非設置会社は任意的 

監査役  〃  〃 取締役会非設置会社は任意的 

決算書類の公告 不要 必要 必要 

Ｑ．今ある有限会社はどうすればよいのですか。 

Ａ．新しい会社法の下で定款（商号）を変更して株式会社に変更することもできますし、そのまま

放置しておくこともできます。放置しておくと特例有限会社として存続することになります。名称

も有限会社のまま残ります。但しこの場合でも会社法の株式会社の規定の適用を受けることに

なります。（これとは別に新法施行前に現行制度により有限会社を株式会社に変更することも

可能です。）どちらの方法が良いかは一概には言えませんがあまり差はありません。 

              商号変更による組織変更      株式会社（有限会社の解散 

        有限会社                           登記と株式会社設立の登記） 

                    放 置        特例有限会社（株式会社の規定を適用） 

Ｑ．会社の設立のための手続きについて教えて下さい。 

Ａ． 会社の定款作成に始まり、商業登記により会社が成立します。この間準備などに 1 週間から

2 週間ほどかかります。費用的には有限会社で 20万円、株式会社で 30 万円程度です。（登記

を司法書士に依頼すると約 10万円上乗せになります。） 

会社成立までの大まかな手続きの流れ 

定款の作成（有限会社では取締役を選任して記載）⇒（最低資本金以下の場合経済産業局

での確認）⇒公証人による定款の認証⇒【株主の募集（募集設立）・株式の引き受け⇒払い込

み】⇒（現物出資のある場合検査役による検査）⇒銀行の保管証明⇒【設立総会（募集設立）

⇒取締役・監査役の選任⇒検査役の検査（発起設立）】⇒登記（会社成立） 

【注】・【 】内は株式会社にのみ必要な手続き。（有限会社では不要。） 

・細字部分は新会社法では廃止・不要又は簡略化。 

Ｑ．資金の調達はどのようにすれば良いでしょうか。 

Ａ．資本金以外は借入金によってまかなうことになります。株式を買って融資してくれるベンチャ

ーキャピタルは日本ではあまり発達していません。資金を提供してくれる人（エンジェル）が現れ

れば良いのですがそうでなければ公的機関や金融機関から借り入れることになります。地元銀
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行では地元経済活性化のための融資なども行っておられるようですから一度ご相談されると良

いと思います。 

Ｑ．株主を公募するのとしないのとではどちらがやりやすいでしょうか。 

Ａ．株主を公募しての設立を募集設立、発起人だけが株式を引き受ける設立を発起設立と言って

います。発起設立の方が簡単なようですが裁判所の選任する検査役の検査を受ける必要があ

るため実際には募集設立の方が簡単です。有限会社の場合にはこのような区分はありません。 

Ｑ．株式と資本金との関係について教えて下さい。 

Ａ．もともと資本金は額面に発行済み株式数を乗じたものでしたが無額面株式制度や時価発行

制度の創設などにより徐々に株式との関係が薄れ現在では両者は無関係なものになっていま

す。現在では全部が無額面株式になり資本に組み入れる額の規定も無くなり、資本金は債権者

保護のために貸借対照表上会社内に最低限留保する一定の金額という意味しかありません。 

Ｑ．会社を作るとき技術や特許を払込金の代わりに現物出資できるでしょうか。 

Ａ．起業を考える場合大学の研究者にとっては特許などを現物出資できれば便利です。土地や

建物などが現物出資できることは問題ありません。信用や労務などが問題となります。民法の

組合では両者とも認められていますが有限会社や株式会社では認められていません。 

現物出資は対象物が現物出資可能でも価額が過大評価されて会社の財務基盤を損なう可能

性がありますので厳しい規制がかかっています。すなわち株式総会の特別決議のほか原則とし

て裁判所の選任する検査役の調査が必要です。しかしこの規制は不動産や市場価格のある有

価証券などについて緩和されています。特許や技術に関しては理論的には現物出資可能です

がこの価額を証明してくれる引受人がなく実際には出資不可能と考えた方がよいでしょう。なお

このような現物出資の規制の抜け道を封じるため現在は、会社が設立後２年内に営業用財産

を譲り受ける場合（事後設立）にも同様の規制がなされています。新会社法では現物出資及び

事後設立に関する規制の要件及び内容が緩和されています。 

Ｑ．定款とはどういうものでしょうか。 

Ａ．会社の基本規則で憲法のようなものです。会社の名称、事業目的、株主総会や取締役会の

権限などについて取り決めています。設立時には本などの記載を参考にして自分で作成すれ

ば良いでしょう。なお最低資本金以下の資本金で会社を設立する場合それに関する規定が必

要となります。定款は公証人の認証（確認のようなもの）を受ける必要があります。 

Ｑ．事業化のために考えるべき要素について教えて下さい。 

Ａ．やはりしっかりとした事業計画が必要です。これがなければ銀行も融資に応じてくれません。

技術中心の経営を技術経営（MOT）と言い、大学発ベンチャーはこれに該当する場合が多いと

思われます。この場合やはり核となる特許が必要です。知的財産で競合事業との優位性を確

保する必要があるからです。事業開始後しばらくは売り上げが伸びないにも拘わらず開発費用、

市場開拓費用がかさむ「死の谷」という段階を経験することになります。いわゆる｢利益相反｣が

起こりやすいのもこの時期です。事業が軌道に乗った後に失敗する原因としては技術過信、技

術革新への不対応、過大設備投資などがあります。 
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研 

究 

支 

援 

１．技術情報調査 

・先行技術調査支援 

・特許電子図書館（IPDL）専用端末の導入 

・SDI（他者特許情報の監視）サービスの提供 

・特許 MAPの作成 

・技術分野別特許情報説明会の開催 

２．研究協力支援 

・秘密保持、契約締結支援（交渉・契約書作成支援） 

・共同研究契約締結支援（ 〃 ） 

・特許共同出願契約締結支援（ 〃 ） 

・共同研究成果実施契約締結支援（ 〃 ） 

３．成果の保全、権利化支援 

・発明相談会開催 

・特許出願 

・特許維持管理 

・特許補償の実施 

４．知財法務サービス 

 ・特許侵害対応支援 

・研究・知財に関する法務全般のサービス提供 

５．研究特別支援企画の実施 

・テーマ企画段階から成果評価までの一貫サービスの提供 

成 

果 

活 

用 

支 

援 

 

１．成果 PR 

・鳥取大学ホーム頁への掲載 

・パネル・チラシの作成及び配布 

・本町ｸﾗﾌﾞ（鳥取）、中部元気ｸﾗﾌﾞ（倉吉）、ｼｯｸｽｸﾗﾌﾞ（米子）などでの紹介 

・近畿特許流通フェアーでの展示仲介 

・「知恵の輪にっぽん」出演紹介（TV番組） 

・特許ビジネス市での展示仲介（東京・大阪） 

・テクノマート技術説明会、展示の紹介 

・新技術説明会出展紹介（ｷｬﾝﾊﾟｽｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ） 

・特許流通ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ（工業所有権情報･研修館）への登録紹介 

・技術取引ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ（ﾃｸﾉﾏｰﾄ）への登録紹介 

２．ライセンスの促進 

・市場調査の実施 

・特許流通ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ（発明協会）の紹介 

・学内産官学連携ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀによるﾏｯﾁｨﾝｸﾞ紹介 

・外部ｱﾗｲｱﾝｽ組織（法人、個人）の紹介 

・個別企業への紹介（知財ｾﾝﾀｰ） 

３．企業化（大学発ベンチャー設立）支援 

・ 学内手続き支援設立準備に関する一般的支援 

 

知財センターは「研究」と「成果の活用」を支援します。 


