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５月 １４号（43号）

５月の特許相談会
平成２０年度知的財産関係授業（学内・前期）
紹介します！シリーズ第１回－山岸大輔－
Q＆A｢平成１９年度知的財産管理運用部門活動実績」
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６月 １５号（44号）

６月の特許相談会
紹介します！シリーズ第２回－滝本智之－
第６回産学連携学会で発表
「CIC東京　新技術説明会」発表テーマ決まる
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７月の特許相談会
ＣＩＣ東京新技術説明会開催のお知らせ
紹介します！シリーズ第３回－冨田憲史－
文科省「産学官連携戦略展開事業(戦略展開プログラム等)」採択！
産学官連携コーディネーターの新規配置
知的財産推進計画２００８
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8月の特許相談会
知的財産インターンシップ事業開始
「ＣＩＣ東京　新技術説明会」開催報告
「環境フェスタ２００８」への出展報告
中国地域産学官連携コンソーシアムキックオフ会議開催
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産官学連携フェスティバル２００８開催
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2008年度中の研究発表と特許出願について
Ｑ＆Ａ「著作権～最近の著作権の状況について～」
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1月の特許相談会
山陰（鳥取・島根）発新技術説明会報告
紹介します！シリーズ第８回－玉井博康－
2008年を回顧すれば・・・
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２月の特許相談会
紹介します！シリーズ第９回－村上耕一－
Q&A「中国地域産学官連携コンソーシアム」について
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３月 ２４号（53号）

３月の特許相談会
「山陰発技術シーズ発表会in島根」に鳥取大学が参加
紹介します！シリーズ第１０回－上山良一－
「さんさんコンソ」事業説明会報告
都市エリア産学官連携促進事業（一般型）米子・境港エリア成果発表会
知財ゼミ成果発表会（修論・卒論）報告
知的財産関連の教育・研究改善推進について
平成１９年度大学等における産学連携等実施状況
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４月の特許相談会 

※今月は鳥取地区と米子地区で開催されます。相談をご希望の方は予約をお願いします。 

  【鳥取地区】相談員：滝本智之弁理士（電機・機械関係他） 
日 時：４月 ９日（水）13：30 より 
場 所：産学･地域連携推進機構２階 会議室 

【米子地区】相談員：冨田憲史弁理士（医獣・バイオ関係他） 
日 時：４月１４日（月）13：30 より 

  場 所：医学部学務研究課１階会議室  
  

 ５月の特許相談会(鳥取地区２回)予定  
       冨田弁理士 5/9(金)、滝本弁理士 5/14(水) 
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2008 年 4 月 1日 

（１３号）【通番 42 号】 
発行 :鳥取大学       

    産学･地域連携推進機構 
  知的財産管理運用部門 

       (旧知的財産センター)

電話：0857-31-6000(内 2765)

【ＪＰ－ＮＥＴシステム説明会報告】 
ＪＰ－ＮＥＴシステム［日本パテントデータサービス㈱］

説明会(3/11 開催:H20.3 月号に掲載)の参加者は、10 名で

した。説明時間を延長し、好評のうちに終了しました。 

皆様の積極的な利用をお願いします。 

（写真は説明会の様子：工学部大学院棟 1階 JP-NET 室） 

 

特許と技術契約のことは知的財産管理運用部門へ     

特許に関する相談は、随時受け付けています。 
希望される場合は事前に連絡をお願いします。 
相談員：佐々木茂雄 知的財産管理運用部門長 
    山岸大輔 NEDO ﾌｪﾛｰ（コーディネーター） 
場 所：産学・地域連携推進機構２F 知的財産管理運用部門 
電 話：０８５７－３１－６０００(直通)（内線２７６５） 
ＦＡＸ：０８５７－３１－５４７４(専用) 
メールアドレス：知財部門メーリングリスト／chiteki@adm.tottori-u.ac.jp 
産学・地域連携推進機構 HP： URL／http://www.cjrd.tottori-u.ac.jp/ 
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◆知的財産活用評価システムの構築 

◆本学保有のシーズ集・パンフレット

等の作成や販売活動 

◆鳥取・米子地域研究者知財情報収集

およびネットワークの構築やポータル

サイト整備支援 

◆ライセンス等に係わる各種契約相

談や契約締結支援 

◆近隣大学等との連携による新技術

説明会やイノベーションジャパン

等各種イベントへの本学教員特許

の出展  

◆(財)鳥取県産業振興機構や技術移

転機関等との連携による本学知的

財産権の企業への技術移転・共同研

究締結の促進  

 

知的財産有効活用の整備・運営

●知的財産を重視し、業績として評価する 
●知的財産は、原則として法人に帰属する 
●知的財産より生じた利益は、法人及び発明者等に還元
する 
●創造性ある人材育成を図るため、知的財産教育を推進
する 

平成１６年６月創設から今年度で４年目を迎える知的財産管理運用部門は、創設時の知的財産ポリシ

ーに基づいて培った知的財産管理機能をフルに活用するとともに機構の他部門や学内関連部門及び学

外の諸機関と密接な連携を取りながら、知財活動の一層の充実を図ります。 

鳥取大学知的財産ポリシー 

平成２０年度の知的財産管理運用部門の活動計画 

 
 

 
 

産学・地域連携推進機構【他部門】 

地域貢献
部門 

米子地区地域 
連携部門 

研究推進
部門 

研究･国際協力部
(研究･地域連携課）

 
◆全学知的財産啓発活動と学生教育の推

進 

・教職員(発明者)等への知識・意識を高

めるための利益相反等各種セミナー・

イベント等の実施 

・全学共通科目やＭＯＴによる学生教育

・院生や学生を対象としたインターンシ

ップの実施、知財ゼミや修論・卒論の

指導 

・知財部門ニュースの刊行、知財ＨＰやメ

ールマガジンによる知財情報発信 

◆発明相談等による特許等取得活動の推

進 

・市場動向や先行技術調査等の調査活動

・特許相談や充実化ミーティング等の実

施 

◆研究資源データベース構築 

◆知的財産管理システムの管理・運用 

知的財産管理業務の運営 

●機構の産官学連携戦略・運営方針

に基づく機構運営基盤の構築
主な活動 

 
◆全学知的財産戦略策定・出願目 

標等の策定 

◆法改正に伴う規定・制度の整備・運

用 

◆産学共同研究等に伴う制度・契約類

の改定 

◆共同出願等に係わる各種契約相談

や契約締結支援 

◆共同研究成果に基づく企業からの

広報・広告手続き管理運用支援 

◆大学発ベンチャー設立に伴う支援 

◆知財管理・産学連携ノウハウ提供等

の産学連携コーディネート機能化

支援 

◆中国５県や県内地域との産官学連

携体制の構築検討 

知的財産活動体制の整備・運営 

 

 
県内高等教育研

究機関・公設試 

県内公的 

知的財産機関 
外部ＴＬＯ等 中国５県高等教育 

研究機関等 

県や市等の自治体 

・ 経済団体   

連
携 

弁理士(客員教授) 

  ＪＳＴ   

(知財管理ＡＤ) 

 
協力支援 

連
携 
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《 スタッフ紹介 》  

                                         記載順に氏名、役職名、電話番号、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 

 
 

 知的財産管理運用部門 FAX：0857-31-5474（内線 2771） 
 

   
    
   佐々木茂雄 部門長・教授           山岸大輔 NEDO ﾌｪﾛｰ 
   0857-31-6000（内線 2765）         0857-31-6094（内線 4072） 
   s.shigeo@cjrd.tottori-u.ac.jp       yamagishi@cjrd.tottori-u.ac.jp 
                 
 

 
 矢部美恵 事務補佐員 0857-31-6000（内線 2765）y-yabe@adm.tottori-u.ac.jp 
 押田信嘉 事務補佐員 0857-31-6000（内線 2765）osidan@adm.tottori-u.ac.jp 
            
            

 研究・地域連携課（事務担当）FAX：0857-31-5571（内線 2158） 
 

    
 
   美多賀鼻忠久 産学連携室長          豊口啓太 事務職員 
   0857-31-5608（内線 2705）            0857-31-5494（内線 2713） 
   tmitagah@adm.tottori-u.ac.jp          k-toyo@adm.tottori-u.ac.jp  

 
 

 弁理士（特許相談） 
 

 

    滝本智之 弁理士・客員教授                 冨田憲史弁理士・客員教授 

   06-6367-6830(滝本特許事務)          06-6949-1350 (青山特許事務所)
       taki.pat@oregano.ocn.ne.jp                tomita@aoyamapat.gr.jp 

 

    

 

 

 

 

 

 

      

           

 

 

 

 

 

 

＜平成２０年度定例特許相談会＞ 

 

平成２０年度の定例特許相談会が、２名の弁理士（客員教授）をお迎えして始まります。 

鳥取地区で通年相談員をしていただく滝本智之弁理士（滝本特許事務所）は、継続して電

機・機械関係を担当します。また、昨年度開始した米子地区と鳥取地区で相談員をしていた

だく冨田憲史弁理士（青山特許事務所）は、主として医獣・バイオ関係を担当します。 

定例特許相談会の開催計画は次のとおりです。事前に電子メールや知財部門ニュース等で

お知らせしますので、利用してください。 
 
     偶数月（４、６、８月他）：鳥取地区１回、米子地区１回 
       奇数月（５、７、９月他）：鳥取地区２回 

    【補足】４月の定例特許相談会日程は１ページをご覧下さい。 
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     平成１９年度実績 発明届出件数４８件（内、共同出願案件３０件） 

     平成１９年度発明届出状況報告（３月末現在）  

代表発明者名 
整理番号 届出年月日 

学部又は所属 氏  名 
状況 共同出願 

H19-001 H19.4 工学部 片田直伸 出願検討中   

H19-002 H19.4 医学部 三浦 典正 出願済   

H19-003 H19.4 医学部 稲賀 すみれ 出願済   

H19-004 H19.5 工学部 林 農 出願済   

H19-005 H19.5 農学部 岡本 芳晴 出願済 有 

H19-006 H19.6 工学部 簗瀬 英司 出願済   

H19-007 H19.6 工学部 岸田 悟 出願手続中 有 

H19-008a H19.7 工学部 伊藤 敏幸 出願済 有 

H19-008b H19.7 工学部 伊藤 敏幸 出願済 有 

H19-008c H19.7 工学部 伊藤 敏幸 出願済 有 

H19-009 H19.7 農学部 南 三郎 出願済 有 

H19-010 H19.8 工学部 斎本 博之 個人帰属   

H19-011 H19.8 工学部 大観 光徳 出願済 有 

H19-012-1 H19.8 医学系研究科 押村 光雄 個人帰属   

H19-012-2 H19.8 医学系研究科 押村 光雄 個人帰属   

H19-013 H19.9 医学系研究科 押村 光雄 出願済 有 

H19-014 H19.9 工学部 谷口 朋代 出願手続中   

H19-015 H19.9 農学部 岡本 芳晴 出願手続中 有 

H19-016 H19.10 工学部 水本 洋 出願済 有 

H19-017 H19.10 工学部 大観 光徳 出願済 有 

H19-018 H19.11 工学部 岡本 賢治 出願済   

H19-019 H19.11 工学部 簗瀬 英司 出願済   

H19-020 H19.11 工学部 齊籐 剛史 出願済   

H19-021 H19.11 地域学部 田村 純一 出願済 有 

H19-022 H19.11 工学部 有井 士郎 出願済 有 

H19-023 H19.12 医学部附属病院 植木 賢 出願済   

H19-024 H19.12 農学部 田邉 賢二 出願済 有 

H19-025 H19.12 工学部 大城 隆 出願済 有 

H19-026 H19.12 工学部 櫛田 大輔 出願済 有 

H19-027 H19.12 工学部 櫛田 大輔 出願手続中 有 

H19-028 H19.12 工学部 大北 正昭 出願済 有 

H19-029 H19.12 医学部 武谷 浩之 出願手続中 有 

H19-030 H19.12 農学部 會見 忠則 個人帰属 有 

H19-031 H19.12 医学系研究科 押村 光雄 出願検討中 有 

H19-032 H20.1 農学部 岡本 芳晴 出願手続中 有 

H19-033 H20.1 農学部 南 三郎 出願済   

H19-034 H20.1 農学部 日置 佳之 出願済   

H19-035 H20.1 農学部 河野 強 出願済   

H19-036 H20.1 工学部 坂口 裕樹 出願済 有 

H19-037 H20.1 工学部 坂口 裕樹 出願済 有 

H19-038 H20.1 工学部 菅原 一孔 出願検討中 有 

H19-039 H20.1 工学部 金森 直希 出願済   

H19-040 H20.1 工学部 片田直伸 出願手続中   

H19-041 H20.2 農学部 伊藤 啓史 出願済 有 

H19-042 H20.2 農学部 山名 伸樹 出願済   

H19-043 H20.2 農学部 竹内 崇 出願手続中 有 

H19-044 H20.2 工学部 川面 基 出願手続中 有 

H19-045 H20.3 医学部附属病院 大野 耕策 出願手続中 有 

H19-046 H20.3 医学系研究科 久留 一郎 出願手続中 有 

H19-047 H20.3 工学部 教授 李 仕剛 出願検討中   

H19-048 H20.3 医学部附属病院 植木 賢 出願済   
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５月の特許相談会 
 

※今月は鳥取地区で２回開催されます。相談をご希望の方は予約をお願いします。 

     場 所（２回とも）：産学･地域連携推進機構２階 会議室 
【鳥取地区１】相談員：冨田憲史弁理士（医獣・バイオ関係他） 

日 時：５月 ９日（金）13：30 より  

【鳥取地区２】相談員：滝本智之弁理士（電機・機械関係他） 
日 時：５月１４日（水）13：30 より 

  
 ６月の特許相談会(鳥取地区・米子地区各１回)予定  
       冨田弁理士 6/13(金)、滝本弁理士 未定 

 

【お知らせ】上記客員教授によるセミナー「産業科学特別講義Ⅰ」が開講されます。※聴講無料(地域貢献部門担当）   

    講義月日と題名は次のとおりです。(場所:工学部 2階第 21 講義室、時間:14:40～16:10)     
       滝本智之弁理士･･･5 月 13 日(火)「職務発明問題」 

       冨田憲史弁理士･･･6 月 3 日(火)「特許制度とその手続きについて－特に実務面からの考察」 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

産学・地域連携推進機構 

知財部門ニュース 

目    次 
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2008 年 5 月 1日 

（１4 号）【通番 43 号】 
発行 :鳥取大学       

     産学･地域連携推進機構
  知的財産管理運用部門 

       (旧知的財産センター) 

電話：0857-31-6000(内 2765)

特許と技術契約のことは知的財産管理運用部門へ 

特許に関する相談は、随時受け付けています。 
希望される場合は事前に連絡をお願いします。 
 
相談員：佐々木茂雄 知的財産管理運用部門長 
    山岸大輔 NEDO ﾌｪﾛｰ（コーディネーター） 
場 所：産学・地域連携推進機構２F 知的財産管理運用部門 
電 話：０８５７－３１－６０００(直通)（内線２７６５） 
ＦＡＸ：０８５７－３１－５４７４(専用) 
メールアドレス：知財部門メーリングリスト／chiteki@adm.tottori-u.ac.jp 
産学・地域連携推進機構 HP： URL／http://www.cjrd.tottori-u.ac.jp/ 
 

挿絵のテーマを「学内で見つけた風景」にしました。
今月は「機構棟横の竹林で見つけたタケノコ」です。

チョット見つけたいい風景があったら教えて下さいね。(Y.Y)
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  紹介します！  シリーズ第１回 －山岸大輔－ 

 今月から知的財産管理運用部門に協力していただいている学外所属職員等をシリーズでご紹介し
ます。第１回目は、知的財産管理運用部門で現在活躍中の山岸大輔ＮＥＤＯフェローです。 
 

平成１８年（2006 年）９月に本学大学院連合農学研究科の博士号を取得し

てすぐの１０月には独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（通

称ＮＥＤＯ）が公募していた「産業技術フェローシップ事業」に採択され、

今までの研究中心の環境から全く違う知的財産の世界に飛び込んだ変わり者

です。しかし、この知的財産の世界に飛び込んだご本人の真意は、今までの

専門分野における研究深化による直線的な真理追求だけではなく、異なる視

点から研究のあり方を見極めることにより幅の広い横断的な真理追求を図る

ことにあると目的は極めて明確です。 

山岸ＮＥＤＯフェローに設定された養成カリキュラムは、自然科学系（化学、バイオ、医薬）

の研究専門分野で培った知識・能力を生かして、知的財産に関する業務が十分に行うことがで

きる「高度専門技術を基盤とした知的財産スペシャリスト」になることを主目的としており、

将来的には大学での知的財産全般の課題に精通し、これを大学経営として捉える力を持つ教職

員（知的財産ゼネラリスト）の道につながることを目指しています。 

就任から現在までの 1 年半の間で、ご本人は知的財産重要性の認識や知的財産の基本的知識

を踏まえて、①特許電子図書館(IPDL)専用端末および商用検索ソフトを使用した先行技術調査

と技術動向調査、②特許相談等や出願案件に関する大学帰属の是非を決定する発明審査委員会

に参加することによる発明者への助言・支援、特許出願に伴う明細書作成支援、③意見書及び

補正書等の作成支援など弁理士業務レベルの実務能力の習得、さらには④共同研究などに伴う

契約書作成および産学官連携プロジェクトにおける規則・制度の策定支援、⑤技術シーズの育

成及び事業化を推進するため、研究開発及び事業化に係る外部資金（競争的資金等）導入支援

にも参加して、その能力を遺憾なく発揮しております。 

そして最終年度にあたる平成２０年度において、ご本人には、上記の業務内容に加え、①大

学が保有する知的財産の活用を推進する上で必要な資質の向上を目指し、ライセンス契約締結

に伴う交渉能力、問題処理能力の向上に一層磨きを掛けてもらうとともに、②本部門で卒業を

希望する学生に対してゼミを通じて卒業論文の指導支援にも邁進してもらいたいと、本学知財

関係者全員が願う、期待される好青年です。 

 

平成２０年度知的財産関係授業（学内・前期） 
   

   主題科目・主題Ⅳ「技術と知的財産」開講（担当教員：佐々木茂雄部門長・教授） 
日   時：前期（火２限）  
場   所：共通教育棟E４３講義室（E棟４階） 
特記事項：内外部講師による講義を予定 

①５月２７日 内容「企業での実用化研究と特許出願に伴う特許事務管理」 
         講師：加我 敦（三菱電機コントロールソフトウエア（株）取締役、 
             伊丹事業所長）  

②６月１７日 内容「技術情報・調査の仕方」 
         講師：村上 耕一（鳥取県産業振興機構 鳥取県知的所有権 
             センター  特許情報活用支援アドバイザー） 

③６月２４日 内容「特許調査演習」 
         講師：山岸 大輔（知的財産管理運用部門 NEDO フェロー、 
             コーディネータ） 

 山岸大輔 NEDO ﾌｪﾛｰ 
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Q&A「平成１９年度知的財産管理運用部門活動実績」 

Ｑ１：知財部門ニュース４月号に「平成２０年度の知的財産管理運用部門の活動計画」が記載されていま

した。ところで、その元になる平成１９年度の計画と実績はどうでしたか？ 

 

Ａ１：知的財産管理運用部門は、平成１６年６月に知的財産センターが設立された時に策定した中長期計

画に基づき、その組織・体制下で知的財産活動の充実を図りつつ、知的財産の一括管理を目指してい

ます。その創出・管理・活用の一括管理に係わる活動は、「知的財産の基盤整備段階（平成 16 年 6

月～平成 18 年 3 月）」と「知的財産の基盤拡充段階（平成 18 年 4 月～平成 20 年 3 月）」の２段階に

分けて実施してきています。 

この「知的財産の基盤拡充段階」では、次の１）～３）を目標に置きました。特に平成１９年度は

「知的財産の基盤拡充段階」の２年目であり、活用に対する具体的なアプローチを試して見ることに

注力してきました。 

１）教育：全学共通科目教育やＯＪＴ教育等の学生教育の充実化 

２）規則類の制定：利益相反規則等 

 ３）研究成果の普及：発明者と専任教員、知財専門ＡＤ、弁理士等交えた特許相談会を継続的か

つ効果的に実施し、知的財産の教育や創出・取得活動を展開。さらに国立大学

法人化から今まで蓄積した知的財産（主に特許）を活用する活動に着手 

 

 

Ｑ２：それでは、その中でも特徴的な知的財産関連事項を大学全体の中期計画に沿って順次挙げていただ

けければと思います。先ず１）教育関連は如何ですか？ 

 

Ａ２：平成１９年度の教育関連の授業計画は、全学共通科目教育やＭＯＴ（Management of Technology

の略で、日本語では「技術経営」）教育等と連動して、知的財産に関わる教育を行い、知的財産に精

通した研究者・技術者の継続的養成を図ることでした。その実績としては、 

①全学共通科目教育：前期･･･主題科目Ⅳ「技術と知的財産」、後期･･･主題科目Ⅲ「化学」 

②ＭＯＴ科目：前期･･･「技術経営論」、後期･･･「技術経営応用研究」 

  の実施が挙げられます。また、知的財産ゼミは、地域学部のＭ１の院生(通期)と地域学部 3 年の学

生（後期）に実施しました。 

 

 

Ｑ３：その他、教育関連で何か活動をしましたか？ 

 

Ａ３：ＯＪＴ教育による知的財産インターンネット制度の実施があります。

本学学生に対する知的財産を学んでもらう制度です。この詳細については、

知財部門ニュース平成１９年８月号の「募集案内」、９月号の「実習開始報告」、

１１月号の「終了報告」に記載していますので、ご覧下さい。 

 

 

 

Ｑ４：２）規則類の制定ではどうですか？ 

 

Ａ４：規則類では、ノウハウ管理規則・商標取扱規則・実施許諾規則・知的

財産権流出防止マニュアル・知的財産権侵害係争マニュアルの制定化を目

指し、それぞれの（案）を環流し意見を募集しました。関連して、他機関

の出版物や広報パンフレット等の不適切な記載などにも注意し対処して

います。 
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Ｑ５：研究成果の概要を広く公表する一環として、３）知的財産権取得を通じて研究成果の普及を図る計

画と実績については、如何ですか？ 

 

Ａ５：平成１９年度４月に改組された産学・地域連携推進機構（元産官学連携推進機構）下で、各部門

と連携し、大型案件をはじめとする研究の成果として知的財産権の取得を図る計画としました。知的

財産の創出を積極的に促すため特許相談会を開催し、次の実績を得ました。 

①随時開催する不定期特許相談会の数：延１１４件。内訳は次のとおりです。 

 ⅰ)専任教員による特許相談会が４８回 

 ⅱ)専任教員と知財専門ＡＤによる特許相談会が２９回 

 ⅲ)専任教員と知財専門ＡＤと弁理士による特許相談会が３７回 

②客員教授（弁理士）による定期特許相談会：延５８件（客員教授２名がそれぞれ毎月１回開催）  

 なお、医薬・バイオ担当の客員教授は、米子地区で偶数月に特許相談を実施（平成１９年度開始） 

 

 

Ｑ６．上記のような種々の特許相談会を実施した結果、平成１９年度で何件の特許出願・権利化などの成

果が実現できましたか？ 

 

Ａ６．特許出願・権利化等の実績をご説明します。 

  ①教員から部局への発明届出件数：４８件（内容は、知財部門ﾆｭｰｽ 13 号［20 年 4 月号］に掲載） 

  ②出願件数：６１件。内訳は共同出願が３０件、ＰＣＴ出願が６件、各国移行が７件 

  ③特許登録件数：４件。鳥取大学が保有する特許件数は１７件となりました。 

 

 

Ｑ７．初めの説明にあったように、国立大学法人化以降で、鳥取大学が出願人になった特許が相当蓄積さ

れて来たと思われます。従って、平成１９年度はその知的財産権の活用を本格的に始める時期になり

ましたが、具体的な活動としてどのようなことを行いましたか？ 

 

Ａ７．活動の方法として、①本学シーズのイベントへの出展による参加型ＰＲや②鳥取県や本学のホーム

ページによるインターネット等を利用したＰＲ、③権利活用によるビジネス支援，技術移転支援など

の活動等がありますが、これらを通じて研究成果の還元を図ることを積極的に実施しました。 

  具体的には次のとおりです。 

①-1 本学シーズを出展したイベント：［］内は知財部門ニュース掲載月 

キャンパス・イノベーションセンター（ＣＩＣ）東京／科学技術振興機構（ＪＳＴ）共催の「新

技術説明会」［H19.8 月号］やＪＳＴ／(独)新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）

主催の「イノベーション・ジャパン 2007」［H19.10 月号］、鳥取県・島根県／ＪＳＴ共催の「新

技術説明会」［H20.1 月号］、(財)大田区産業振興協会主催の「おおた工業フェア」、鳥取県産官

学連携フェスティバル実行委員会主催「産官学連携フェスティバル 2007」［H19.11 月号］など 

①-2 知的財産管理運用部門の取組状況発表を通じた報告・ＰＲ活動： 

中国地域知的財産戦略研修会や県内産官学ＣＤ会議知財部会など 

②-1 鳥取県産官学連携および知的財産関連情報の共有化による有償開 

  放化の実施： 

鳥取県知的財産ポータルサイトと鳥取大学産学・地域連携推進機 

構ＨＰとのリンク 

②-2 本学教員シーズを積極的に掲載・登録： 

冊子および電子情報による本学の出願済み特許の活用促進 

・「使ってみたい鳥取県版特許集２００８」（右の写真を参照） 

  全国版｢開放特許活用例集２００７｣への掲載 

・日本特許情報機構（Japio）の特許流通ＤＢへのライセンス登録 

 「鳥取県版特許集 2007 案件」など 
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Ｑ８．③権利活用に関連した活動としてはどのようなことを実施していますか？ 

 

Ａ８．権利活用に関して、本学教員を対象に、 

③-1 権利取得に関連する相談で合計６０件超の相談会実施。 

ⅰ)共同出願契約相談：延２１回(内締結１４件)  

ⅱ)実施許諾契約相談：延６回(内締結２件)  

ⅲ)秘密保持契約相談：延１３回(内締結５件)   

ⅳ)共同研究契約相談：延１１回 

ⅶ)その他の相談（拒絶査定不服審判等）:延１０回 

③-2 技術移転などの利活用に関係する相談 

ⅰ)ライセンスの推進支援に係わる主な相談：延１５回 

ⅱ)大学発ベンチャー推進支援相談：延２回 

などを実施しました。 

 

Ｑ９．権利活用を対象にしたその他の活動はありますか？ 

 

Ａ９．平成１９年度には、知的財産権の活用を主眼とした２つのプロジェクトを起こしました。 

まずはじめのプロジェクトは、本学の知的財産権がどれ程活用できるかを、市販のシステムを用い

て実証する「知的財産権活用評価システム推進プロジェクト」です。これは、知的財産権の活用に係

る評価改善を目的に、個別知的財産そのものの分析・価値評価を通じて、知的財産の適正な判断基準

のシステムを構築するプロジェクトで、具体的な進め方は次の通りです。 

①本学から出願中の特許や登録された保有権利全件について、棚卸しの実施。 

②活用されていない休眠特許の活用できるか否かの可能性判断について、市販の特許自動評価

システムを活用して特許毎の評価の数値化。 

③上記②の数値化された特許案件とベテランの目利きが評価しライセンス契約締結を実現した

特許案件との相関性を検証することにより、特許自動評価システムの有用性の可否を検証。 
 
その結果、先行類似技術調査を行う際には特許自動評価システムが迅速かつ正確ですが、事業とし

て市場に出そうとする際には目利きによる直接の評価が有効であることが判りました。 

従って、特許自動評価システムとベテランの目利き評価を併用することにより、鳥取大学が出願し

た特許から保有特許の価値を一貫して評価できる可能性を確認することができました。 

  

 もう一つのプロジェクトは、「本学出願済みの特許

活用推進プロジェクト」です。これは、最終的に技

術移転による知財収益拡大が見込まれる対象案件の

候補を決定するプロジェクトです。本学が出願した

特許の技術移転を積極的に推進する一環として、鳥

取大学保有案件の内で、平成１６年４月の国立大学

法人以降に出願した大学単独案件を抽出することを

皮切りに始めました。さらにメンバーによる「特許

評価検討会」及び「発明者へのヒアリング」などを

適時実施する過程で絞り込みを実施しました。 
 

その具体的な実施計画・方法は以下の通りです。 

①本学から出願済み特許の棚卸し(第１次スクリーニング：学内評価)実施。 

②活用案件の絞込み(第２次スクリーニング：学内評価)実施。 

③数件に絞られた案件について、学内評価チームと外部専門会社とが同一の評価検証による対

象案件の比較検証を実施。 

④上記③に基づく対象案件についての順位付け。 

 

 このプロジェクトで決定した案件については、今後（平成２０年度）、色々なイベントへの出展な

ど、積極的にＰＲする予定です。 

プロジュクトメンバー（一部）による発明者へ
のヒアリング実施後、機構２Ｆ研修室で撮影 
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JST 特許出願支援制度について 
 

 鳥取大学では、国際特許出願の場合、JST 特許出願支援制度を積極的に活用しています。 
【参考】として「特許出願支援制度のしくみ」（JST 作成「募集要項」記載（図を含む）内容）から
概要をまとめました。 
 外国出願を希望される教職員は、申請期限に留意して、早めの手続きをお願いいたします。 
      ［詳細は独立行政法人科学技術振興機構（ＪＳＴ）ホームページ 
       特許出願支援制度 URL/http:// www.jst.go.jp/tt/pat/syutsugan.html を参照］ 
 
≪今年度の修正点≫ 
 修正１：電子申請方式による申請に統一。申請書登録前の「申請書確認画面」が変更。 
 修正２：欧州特許庁料金改定（２００８年４月１日施行）の伴い、欧州特許庁追加請求項費用 
     （16 以上）は支援対象外とする。［詳細は【参考】特許出願制度のしくみ（概要）を参照］ 
 修正３：各国現地代理人費用の請求方法を明確化（平成２０年２月２８日付おしらせより） 
     現地代理人費用を特許庁費用とそれ以外に区別して作成が必要。 

【参考】特許出願支援制度のしくみ（概要） 

（１）支援の対象 

１）国際特許出願（PCT 出願）をこれから行うもの・・・外国出願期限の６ヶ月前までに申請 

  支援対象：大学・TLO 等が行った国内出願（基礎出願 注１））に基づく優先権主張を伴う 
国際特許出願（PCT 出願）。PCT 非加盟国を付帯した申請が可能。 
本制度は PCT 出願（全指定）を基本ルート。 
ただし、日本国を指定国から除外するかについては申請者に一任。 
注１）･･･米国の仮出願、及び海外の大学との共同出願に基づき第１国出願が 
      外国出願となるものも含む 
 

留意点：国立大学法人及び大学共同利用機関法人等の方へ 
 出願日が平成１６年４月１日～平成１９年３月３１日の日本国出願料金について 

→特許庁等の経過措置が適用（産業技術力強化法附則第三条） 
 出願日が平成１９年４月１日以降の PCT 出願の場合で 
国内段階における出願料金（日本を指定国とした場合）について（特許庁資料注２）） 

→特許庁等の経過措置は適用外 
  （基準日が優先日ではなく、国際出願日のため） 

注２）･･･「研究成果を特許出願するために」(P19Q1)特許庁 H16.12） 
※新規事項の追加費用と、経過措置（減免措置）の適用除外の費用等を総合的に検討し、 
日本国指定の有無の判断が必要 

 

２）PCT 出願済みで指定国移行をこれから行うもの・・・指定国移行期限の６ヶ月前までに申請 

 支援対象：大学・TLO 等が行った PCT 出願後の指定国移行 
      （この場合の PCT 出願費用・日本国移行費用は支援対象外） 
 

３）パリ条約ルート等での出願をこれから行うもの・・・外国出願期限の６ヶ月前までに申請 

 原則として、パリ条約ルートの支援は実施しない。 
 ただし、基礎出願に対しライセンス収入等が現にあるものについては、申請可能。（審査あり） 
 

４）日本国出願の取り扱い 

 支援対象：日本国への移行書面の提出（PTC19 条補正・34 条補正の写しの提出を含む）にかかる 
公的費用注３）、及び付随する代理人費用（翻訳料は対象外） 
注３）･･･特許法第 184 条の 5-別表（第 195 条関係）記載の費用 16,000 円 

 支援対象外：審査請求以降に必要となる費用 
    例：出願審査請求、移行以後の自発補正、拒絶理由対応（意見書・手続補正書提出等） 
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（２）申請書の提出期限･･･上記１）～３）に記載。 

  【注意】PCT 出願の支援が決定した案件を指定国移行する場合→下図●申請パターン①を参照 
       指定国移行期限の６ヵ月前までに改めて指定国移行審議依頼書で申請が必要。 
    ※申請書の提出期限が過ぎた段階でも対応可能となる場合もあり。要相談。 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

（３）権利の帰属 

特許を受ける権利及び特許権は出願人（大学・TLO 等）に帰属 
 

（４）支援の内容 

１）PCT 出願費用に関する支援 

①特許出願・審査に関わる公的費用については下表のとおり。 

 

 

 
 
 

②特許出願・審査に関わる弁理士費用・翻訳料等については下表のとおり。 
 
 

 

 

 
 

③その他の費用については次のとおり。 

 ⅰ）翻訳費用は、指定国移行決定後に発生したもののみ支援対象。 
 ⅱ）審判請求・分割出願・継続出願等については原則支援対象外。 
                           （一採択一審査支援の原則）        
 ⅲ）大学・PCT 等が実施した調査の費用や交通費は支援対象外。 

  

２）技術評価・特許生評価に関する支援 

  ⅰ）JST 内設置の知的財産委員会により技術評価・特許生評価を行う。 
  ⅱ）JST 特許主任調査員が必要に応じて権利強化のための助言等を行う。 

 

（５）ライセンス活動状況報告 

  １）ライセンス活動状況報告書を年１回提出 

  ２）実施企業特定時に要連絡 

【対 象】  
・出願手数料 
・審査請求手数料 

【対象外】 
・PCT 出願の国際出願手数料 
・欧州特許庁追加請求項費用(16 以上)（H20.4.1～導入） 
・特許権発生後の維持費用 

【対 象】
・出願書類作成 
・翻訳料（言語毎に上限 100 万円） 
・現地代理人費用 
・審査対応費等 

【対象外】 
・特許権発生後の維持費用の納付に伴う 
 代理人費用 

●申請パターン 

●外国出願と本出願の流れ 
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（指定国移行から申請の場合は除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）支援した費用の返還 

  １）実施料収入注４）が得られた場合 →各年度の収入全体の５０％を JST に返還します。 

      注４）一時金、ランニングロイヤリティ、不実施補償金、技術開示料、オプションフィー等 

   ⅰ）返還費用累計の上限は、JST が負担した出願・維持費の実費相当額。 

   ⅱ）実施料収入の返還額累計が JST 支援費の合計に至った時に、JST の支援を終了。 

  ２）譲渡された場合 

   ⅰ）譲渡収入が得られた場合は、JST が負担した出願・維持費の実費相当額を返還いただく。 

 

（７）支援の終了 

  １）費用に関する支援の終了 

 ①外国出願から３年経過時等に見直し、支援の必要なしと判断した時 

 ②実施料収入の返還額累計が JST 支援費の合計に至った時 

        →実施許諾・譲渡が一部の支援国に発生した場合→支援国毎に判断。 

なお、PCT 出願の国際段階等にある場合において、返還費用の累計が JST 支援総額を上回

る場合でも支援継続を継続する場合 →指定国移行段階まで支援継続することもある。 

 ③支援国における特許を受ける権利又は特許権が第三者へ譲渡された場合→支援国毎に判断。 

 ④PCT 出願における指定国移行時に見直し、支援の必要なしと判断した時。 

    国際調査報告、国際調査見解書、国際予備審査報告、出願希望国における市場性等を勘案。 

 ⑤特許権の消滅、無効等が確定した時注５） 

 ⑥大学・TLO 等が支援の終了を希望した時注6） 

 ⑦その他、契約違反が生じた場合等 JST が必要と判断した時注7） 

    注５）～注７）に該当するとき･･･JST が負担した出願・維持費の実費相当額の返還が 

                  必要な場合もあり。 

２）ライセンス活動に関する支援の終了 

   注５）～注７）に該当するとき･･･終了 

国内出願 PCT出願 指定国移行 登録 権利満了

JST 申請  JST 申請

各国審査

外 国 

申請者負担 
(約 10 万円) 

PCT 出願後、3年経過時等に支援
見直し 

権利化迄を支援 

移行費用のみ支援 
(約 10 万円) 日本国出願は 

支援対象外 

特許出願支援制度の支援対象 

ＰＣＴ 

日 本 

●－支援対象   ･･･支援対象外 

PCT 出願及び各国権利化迄の
費用を支援します 

欧州特許庁追加請求項費用 
(16 以上)は対象外（H20.4.1～導入）
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６月の特許相談会 
 

※今月は鳥取地区と米子地区で各１回開催されます。相談をご希望の方は予約をお願いします。

      
【米子地区】相談員：冨田憲史弁理士（医獣・バイオ関係他） 

日 時：６月１３日（金）13：30 より 
場 所：学務研究課１階第１会議室  

【鳥取地区】相談員：滝本智之弁理士（電機・機械関係他） 
日 時：６月１８日（水）13：30 より 
場 所：産学･地域連携推進機構２階 会議室 

  
7 月の特許相談会(鳥取地区２回)予定      滝本弁理士 7/9(水)、冨田弁理士 7/10(木) 
8 月の特許相談会(鳥取・米子地区各１回)予定 冨田弁理士 8/8(金)、滝本弁理士 8/11(月) 

【お知らせ】上記客員教授によるセミナー「産業科学特別講義Ⅰ」が開講されます。※聴講無料(地域貢献部門担当）   

    講義月日と題名は次のとおりです。(場所:工学部 2 階第 21 講義室、時間:14:40～16:10)     

      冨田憲史弁理士･･･6 月 3 日(火)「特許制度とその手続きについて－特に実務面からの考察－」 

      滝本智之弁理士･･･5 月 13 日(火)「職務発明問題」(終了しました。２Ｐ記載の関連記事をご覧下さい) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

産学・地域連携推進機構 

知財部門ニュース 

目    次 
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2008 年 6 月 1 日 

（１5 号）【通番 44 号】 
発行 :鳥取大学       

     産学･地域連携推進機構

  知的財産管理運用部門 

       (旧知的財産センター) 

電話：0857-31-6000(内 2765)

特許と技術契約のことは知的財産管理運用部門へ 
特許に関する相談は、随時受け付けています。 
希望される場合は事前に連絡をお願いします。 
 
相談員：佐々木茂雄 知的財産管理運用部門長 
    山岸大輔 NEDO ﾌｪﾛｰ（コーディネーター） 
場 所：産学・地域連携推進機構２F 知的財産管理運用部門 
電 話：０８５７－３１－６０００(直通)（内線２７６５） 
ＦＡＸ：０８５７－３１－５４７４(専用) 
メールアドレス： 
  知財部門メーリングリスト／chiteki@adm.tottori-u.ac.jp 
産学・地域連携推進機構 HP： 
   URL／http://www.cjrd.tottori-u.ac.jp/                       今月は「産学・地域連携推進機構棟横の額紫陽花」です。 

あと少しで通路側面のあじさいも満開です。(Y.Y) 
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 紹介します！  シリーズ第 2 回 －滝本智之－ 

 前月から知的財産管理運用部門に協力していただいている学外所属職員等をシリーズでご紹介してい
ます。第 2回目の今月は、弁理士で鳥取大学の客員教授として活躍中の滝本智之先生です。 
 

 滝本智之先生は、先月、産学・地域連携推進機構が開講している「産業科

学特別講義Ⅰ」で、大学院生及び一般の方を対象に「職務発明問題」の講義

をされました（5月 13 日）。職務発明関係の争いが訴訟に持ち込まれ、その

判決の根拠として、発明者の認定や発明者・会社の貢献度等が大きく影響を

与えている最近の動向を踏まえ、青色ＬＥＤ（発光ダイオード）事件等の例

に挙げて、職務発明・同発明の権利帰属などについてわかりやすく説明して

いただきました。 

 さて、滝本先生と鳥取大学との関係ですが、これは８年前に遡ります。当時の副井裕鳥取大学地域

共同研究センター長（現在の学長補佐、地域共同研究センターは 2007 年 4 月の組織改編で産学・地

域連携推進機構に統合）から鳥取大学の知財関連に指導・協力願いたいとお話しがあり、2000 年 4

月に鳥取大学の客員教授に就任されました。文頭の「産業科学特別講義」は、当時から担当されてい

ますし、大学教職員の発明に対しての特許相談も開催されていたようです。 

 ここで、少し気になる滝本先生のプロフィールをご紹介します。先生は、和歌山県田辺市出身です

が、大阪府立大学をご卒業後、松下電器産業㈱に勤務されたことで、大阪市に住居を構えられました。

1999 年に退職されるまで、36 年間知的財産関係に従事され、その後滝本特許事務所を開設されまし

た。休日には、野菜作りや海での釣りを楽しまれています。特に野菜作り歴は 10 年で、趣味と実益

を兼ねた健康法となっているようです。次に野菜作りを楽しんでいらっしゃる様子がわかる寄稿記事

をご紹介します。 
題名「野菜づくり」 

 夏野菜の収穫も終ろうとしています。小さな畑ですが、毎年、野菜作りを楽しんでいます。（略）本年春

先には、二十日大根、みぶなを作り、やや遅れて、苗を買ってきてですが、きゅうり、オクラ、ミニトマ

ト、ピーマンを育てました。三尺ささげは種子がとってありましたので、種子から育てました。又、ニラ

とかアスパラは多年生ですので、しばらくは毎シーズン楽しめます。（略） 

 私の場合、食べられるものを好んで作るものですから、「花よりだんご」と笑われそうであります。しか

し、野菜といっても夫々に特有の花が咲き、色々な野菜の花を見ることも楽しみです。 

 きゅうりの花の初期などは、たまに廻ってきてくれるチョウなどが、花を訪れてくれないかと願いなが

ら、ながめることもしばしばです。花もぐりといわれるハチなどが現れたときは、喜んでしまいます。（略） 

 これら野菜を食べて美味しいのは云うまでもありません。自然のエネルギーをたっぷり蓄えられた食物

で、本来もっている栄養分をもっているのだと思いますし、これら野菜を食べられることに感謝しており

ます。気のせいと云われるかもしれませんが、これらを食べている時期は体調も良いことは間違いないよ

うに思います。（後略）   [脇村奨学会卒業生の会(わきしお会)の会誌第 16 号(2007 年 11 月発行)への寄稿記事の抜粋] 
  

 鳥取大学の客員教授のほかにも、日本弁理士会知的財産支援センター（東京都）の運営委員、発明

協会・商工会議所等の専門相談員として、教育機関や中小企業などの各種団体にも出向き、知的財産

管理に対する指導や、大企業での経験に基づいた助言等に注力していらっしゃいます。日本弁理士会

所属弁理士による寸劇をご覧になった方があると思いますが、この寸劇のあらすじ作成にも関与した

と聞き、その仕事の幅広さにびっくりしました。そのほか、ここでは紹介していませんが、紀伊民報

（和歌山県南部を中心に発行している新聞）への寄稿等、次々と話していただいた仕事の足跡は、初め

て聞くことばかりで大変興味深いものでした。 

  

 滝本先生の「産業科学特別講義Ⅰ」の講義は終了しましたが、定例特許相談会は

平成 20 年度も毎月 1回鳥取地区で開催され、主に電気・機械関係を担当されていま

す。今後の特許相談会は、7/9(水)、8/11(月)、9/10(水)、10/10(金)、11/13(木)、

12/12(金)に開催する予定(平成 21 年開催日は未定)ですので、この特許相談会をど

んどん利用してください。 

 滝本先生、いろいろな質問に対して、笑顔で快く対応していただきましてありが

とうございました。今後とも鳥取大学をよろしくお願いいたします。 
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第６回産学連携学会で発表 

産学連携学会は「産学連携に関心を有する全ての方々を対象とし、産学連携に従事する際の力量の涵養、

地域産学連携活動の総合的支援に関する事業を遂行するとともに産学連携業務の専門職化を促進」する目

的で設立された特定非営利活動法人です。      

「 」内は産学連携学会 HP（http://www.j-sip.org/）から抜粋 

 

 知的財産管理運用部門では、佐々木茂雄部門長（産学連携学会員）が初めて学会に出席することに付随

して、プログラム３）一般講演とプログラム４）ポスターセッションに参加することを決定しました。 

 

●産学連携学会 第６回大会 

（大会 HP･･･http://www.j-sip.org/annual_meeting/6th_oita2008/6th_oita_index_1.html）   

会場：コンパルホール（〒870-0021 大分県大分市府内町 1丁目 5番 38 号） 

 参加内容の詳細は次のとおりです。 

プログラム３）一般講演 

 日 時：平成２０年６月２７日（金）10:00～11:00 

 内 容：知的財産１の４機関中の一つ、発表時間１２分間 

 題 名：「鳥取県における知的財産活用の取組み」 

 参加者：佐々木茂雄、山岸大輔（以上鳥取大学） 

     上山良一（（財）鳥取県産業振興機構 

プログラム４）ポスターセッション 

 日 時：平成２０年６月２６日(木､13:00～16:30）～２７日(金､9:00～16:30） 

 題 名：「鳥取県における産学官連携による知的財産活動」 

 参加者：佐々木茂雄、山岸大輔（以上鳥取大学） 

     上山良一（（財）鳥取県産業振興機構） 

     福本哲也（鳥取県産業振興戦略総室） 
 

 

「CIC 東京 新技術説明会」発表テーマ決まる 

 キャンパス・イノベーションセンター（CIC）東京と独立行政法人科学技術振興機構（JST）共催

の「新技術説明会」が、７月２５日（金）に実施されます。１大学２件以内のエントリーに対して、

本学からは２案件を申し込みました。このたび、説明時間のプログラム（案）が発表されましたの

でお知らせします。まだ詳細は準備中ですので、知財部門ニュース７月号でまたお知らせ致します。 

 

A 会場 医療・ﾊﾞｲｵ/ｱｸﾞﾘ・食品/化学/材料 

13:00～13:20 

高感度・高特異度マーカーによる認知症早期発見診断法 

鳥取大学大学院医学系研究科保健学専攻 病態解析学分野 

浦上克哉（教授）               【医療・バイオ】 

B会場 情報/電気・電子/機械 

15:40～16:00 

高機能超音波センサシステムによる高信頼駐車支援技術 

米子工業高等専門学校電気情報工学科（前鳥取大学大学院博士課程） 

奥雲正樹(助教）                【電気・電子】 

CIC 新技術説明会（080725）プログラム案 （実行委員会 080512） 
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Ｑ＆Ａ「学生からの質問に答えて」 

 

Ｑ１：最近、テレビや新聞・Web 上でも知的財産関係のニュースが増えてきていると感じるのです

が、鳥取大学では、学生に対して知的財産またはそれに関連した内容の教育を実施しているのです

か？ 

Ａ１：知的財産関係の授業は、知的財産に精通した研究者・技術者の養成を図るため、平成１７年度から

継続して行われています。平成２０年度の全学共通科目授業では、前期の主題科目に「技術と知的財

産」が組み込まれ毎週火曜日に開講されています。また、卒業論文のテーマとして知的財産を選択す

る学生に対しては、知的財産ゼミの中で、より専門性の高い講義・ゼミを実施しています。 

   そのほか、平成１７年度から知的財産インターンシップ事業を部門独自のプロジェクトとして継続

して実施しています。この事業では特許事務所での実習も実施していますので、より実践的な養成プ

ログラムとなっています。協力していただいている特許事務所等には本当に感謝しています。 

 

Ｑ２：地域への貢献の観点から、社会人に対しては何か教育活動を実施していますか？ 

Ａ２：平成１７年度に設置された鳥取大学ＭＯＴイノベーションスクール(ＭＯＴ＝マネージメント・オ

ブ・テクノロジーの略で、日本語では「技術経営」)では、プログラムの一部として「知的財産戦略

論」や「知的財産マネジメント論」の講義や知的財産ゼミを実施しています。平成２０年度は「知的

財産マネジメント論」のみが後期に開講されます。また、鳥取県、経済産業省委託の中小企業産学連

携中核人材育成事業としての液晶ディスプレイ関連産業における中核人材育成実証講義（平成１９年

度開始）の一つとして、テーマ名「イノベーションと知的財産」も開設予定です。 

 

Ｑ３：他の大学での教育活動についてはどうですか？  

Ａ３：鳥取環境大学での活動があります。平成１６年度から「情報システム特論Ａ」の講義の１コマを継

続して担当しています。５月１３日の開講だったので平成２０年度は終了しましたが、毎年２０名以

上の学生が講義を受けています。講義終了後に提出されたレポート（質問を含む）に対して、佐々木

部門長が書面で回答し、これに関連したゼミが鳥取環境大学であと１回行われます。 

 

Ｑ４：学生はどういう感想を持ったのか、少し教えていただけますか？ 

Ａ４：感想や質問は本当に初歩的なものです。というのは、知的財産についての理解度が、 

・知的財産は聞いたことはある程度で、詳しくは知りません。 

・今回初めて聞きました。 

・ニュースなどで知的財産権という言葉は何度かでてきていて、財産を守る権利だというこ

とは知っていたけど、詳しいことは知りませんでした。 

・著作権・意匠権くらいしか知りませんでした。 

などと、初めて「知的財産」という言葉を聞くか、またはそれを

聞いたことがある、といった程度の学生がほとんどだからです。 

 

Ｑ５：講義内容についての感想はどうだったのですか？ 

Ａ５：少し列記してみましょう。 

・特許出願されている数の多さに驚いた。 

・今ニュースを騒がしている著作権の範囲は知らなかったので、印象に残っている。 
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・特許の定義について、今まであいまいだった認識を改めるきっかけになった。 

・知的財産と知的財産権の違いについて印象に残っています。 

・知的財産権と一口に言っても、様々な形態や種類があるということ。 

・特許は取得しても、持っているだけではお金にならないということには驚いた。 

・携帯電話一つとってもいろいろな権利が発生している。 

・特許はそう簡単には取れない。 

・特許の貸し借り、売買ができるとは知りませんでした。 

・特許を取った方が良いと、必ずしも言えないんだなあとびっくりしました。 

などです。このことから、今後は知的財産についてもっと関心を持ってもらえるのではないかという

手応えを感じています。 

Ｑ６：講義内容についての質問はどうだったのですか？疑問もありましたか？ 

Ａ６：次のような質問や疑問が８３件、知的財産セミナー等ではあまり質問されないものもありますよ。 

1)特許の独占権は何年あるのか。その独占権の期限が切れたら再び特許の申請ができるのか。 

2)特許取得に年齢制限があるのですか。 

3)申請者（＝特許権者）が亡くなったら、その特許はどうなるのか。 

4)特許の独占権は独占禁止法にかからないのか。 

5)花火は散ってしまえば、意匠権の対象ではなくなるとのことでしたが、 

例えば焼き物などが割れてしまった場合も同様なのでしょうか。 

6)創作物の立体化はどの知的財産権で守られるのか。 

7)知財人の視点とは何ですか。 

8)特許取得に掛かる費用はどのくらいか。 

9)商品には特許料が含まれているか。 

10)特許を認めるか認めないかは誰が判断しているのですか。 

11)特許は年間で数１０万件も出るが、それらがすべて本当に役立つのだろうか。 

12)特許を侵害したときの賠償金はどれぐらいですか。     などです。 

Ｑ７：これら８３件の質問に対して回答されたのですね。  

Ａ７：そうです。今月のＱ＆Ａでは、このＡ６で紹介した中から素朴な質問・疑問（文字色が茶色）につ

いて学生向けの回答を紹介します。 

【質問 2)特許取得に年齢制限があるのですか。】 

回答 2)特許を受ける権利は発明をすることにより発生する。発明は自然人（人間）のみが行うことが

できるものなので、特許を受ける権利は自然人がまず取得する。即ち、自然人（人間）であれば発

明できるとの考え方のみであり、年齢的な制限はない。だから高校生や小中学生の発明も多く、特

許査定を受けた物もある。その例として、経済産業省特許庁企画独立行政法人工業所有権情報・研

修館発行の「産業財産権標準テキスト（特許編）2008」に記載されている２事例を以下に示す。 
 

【事例１】 

①発明名称：牛乳パック切り開き器パックン 

   ②発明者：菱田圭一、山崎康弘、籠谷泰嗣（現日本工業大学附属東京工業高等学校：発明時点では

中学１年生） 
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③発明の背景：使用済みの牛乳パックのリサイクル用に展開することが大変

な作業であるので、それを簡単に切り開くための装置を発明 

④特許番号：特許第３０９１４０９号［2000 年 7 月 21 日特許登録］ 

⑤備考：この発明は全日本学生児童発明くふう展に出品し、発明協会会長賞

を受賞するなど、高い評価を受けた発明。 

【事例２】 

①発明名称：万能乾電池ボックス 

②発明者：吉澤亮太（発明時点では小学５年生） 

③発明の背景：理科の実験で乾電池をもっと簡単にすることを目的に、どんな

サイズの電池でも直列・並列つなぎを自由自在にできる電池ボックスを発明 

④実用新案番号：実用新案登録第３０３１９４５号 

⑤備考：この発明は中小企業団体中央会から１２３万円の補助金を受けて事

業化され、松戸市の小中学校に納品 

【質問 7)知財人の視点とは何ですか。】 

回答 7) 知財人の視点とは何か？を考える前に、何故、知的財産権は必要か？を明確にしておく必要が

ある。 

（講義で話したように）大学や企業あるいは個人の研究開発活動の中で、新しい技術、アイデア、

デザインやブランド等が創作される。それらを管理・活用し、次の研究開発活動に結びつけるコア

コンピタンス(活動の源泉あるいは原動力)となるものが「知的財産(知的資産とも言われる)」であ

る。即ち、独自の創作・管理・活用の一連の活動を通じて、例えば企業が企業収益に寄与する全体

概念を「知的財産」と位置付ける場合が多い。 

 しかし、この独自の「知的財産」は、他社(者)が市場参入することにより普及した結果、後発の

他者（社）品との差別化を図ることができない運命にある。これを防止する一つの効果的な手段と

して、「知的財産」に特許法等による法的な足かせをかけて「知的財産」の権利を保護する方法が

ある。市場での価格決定力を維持し、その製品の収益を継続させる手段として位置付けられるのが

「知的財産権(知的所有権とも言われる)」である。 

 即ち、人間の幅広い知的創作活動について、その創作者に権利保護を与えるため「知的財産権」

が必要である。したがって、新たな事業を起こす場合や新しい製品を市場に出す場合などには、必

ず研究開発した成果を「知的財産権」として権利保持しておくことが必須条件となる。 

    仮に、Ａ社が上記の知的財産権を保有していない状態で、ある製品を市場に出してしまい、その

製品開発・事業化に先行している競合他社（Ｂ社）から『貴社の製品は、弊社が保有する知的財産

権を侵害しているので訴える』と訴訟を起こされたならば、Ａ社は大変なことになる。このような

事業を停止してしまうような事態を避けるために、『知財人の視点＝知的財産に係わる人達は、相

手の持っている特許はどの程度の威力があるのか？それに比べて当社の持っている特許で充分に

対抗できる威力を本当にあるのか？』との視点に基づいた情報を把握しておく必要がある。その具

体的手段として、特許電子図書館（ＩＰＤＬ）等により競合他社の特許情報分析を常に行うことが

肝要となる。 

【質問 3)申請者（＝特許権者）が亡くなったら、その特許はどうなるのか。】 

 回答 3)特許権者が死亡し、相続人捜索の公告期間内に相続人である権利を主張する者がいない場合、
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その特許権は消滅する（特許法 76 条）。 

【質問 5)花火は散ってしまえば、意匠権の対象ではなくなるとのことでしたが、 

   例えば焼き物などが割れてしまった場合も同様なのでしょうか。】 

 回答 5)この場合は、粉々に割れてしまい、（正に粉のみとなり）元の形が全く分からなくなってしまう

ことがなければ問題ない。換言すれば、焼物が欠けたり二つに割れたりしていても、誰が見ても元

の形は「○○社の焼物」と認識されれば意匠権は保たれる。 

【質問 8)特許取得に掛かる費用はどのくらいか。】 

 回答 8) ここでは「特許取得とは、(1)特許出願、(2)特許審査請求、(3)特許査定を受けてその特許料

を納付して登録される、までのことを言う」と定義付ける。そして、それぞれの段階では以下の費

用が掛かることになる。 

 

  (1)特許出願の段階では、もし、出願人が全て明細書（日本特許庁に提出する申請書）を自作した

場合、日本特許庁に納入する「出願費用」は１６，０００円のみである。しかし、明細書を特許

事務所に依頼した場合、「出願費用」は特許庁への納入費用の他に、請求項（発明）の数、ペー

ジ数、図面の数等を加味した値段で平均的に３０万円～４０万円位が必要となる。 
 

  (2)特許審査請求の段階における費用においては、［平成１６年４月１日以降の特許出願における出

願審査請求＝１６８，６００円＋(請求項の数×４，０００円)］である。付け加えると、特許事

務所費用は別に発生するし、また大学等については減免処置があるため、費用が変わってくる。 
 

 (3)特許査定後に特許庁に支払う第一年目の登録料は［２，６００円＋(請求項の数×２００円)］

である。これについても特許事務所費用は別に発生し、大学等については減免処置があるため、

費用が変わってくる。 
 

 結論として、ⅰ）「大学や中小企業」に対しては法律による補助規定があること、ⅱ）上記の各

段階での法改正がバラバラに行われており、当該特許が関係する時期によって根拠となる法令が変

わってくるために自ずと費用が異なってくること、等があるため正確な費用を算定することは困難

であるといえる。従って、当該特許費用として考える時、前提条件を「大企業」が特許事務所に委

託して明細書作成を実施する場合とすれば、現時点かつ現行法において出願・審査請求・登録の各

段階で算出された費用の概算合計額は１６０万円程度になる。なお、請求項の数は平均請求項とし

て８項とし、出願と共に審査請求をして特許庁との拒絶応答を行った結果、５年後に特許査定を受

けたとの仮定で試算した。 

 

【質問 9)商品には特許料が含まれているか。】 

 回答 9) 商品が量産品であり、他社からライセンスを受けた商品の場合は、

特許料を見積もった形で販売することも充分あり得る。 

 

【質問 11)特許は年間で数万個も出るが、それらがすべて本当に役立つのだろうか。】 

回答 11) （講義で説明したように）企業では全ての特許が役立っている訳ではない。また、どの視点

で役立つと見るかで変わってくるが、①特許登録になった件数でみれば約２５％となり、②本当に

自社（者）の生産のために役立っている件数でみれば約１５％程度、③他社（者）からライセンス

等で収入となる件数でみれば約 0.1％程度以下との統計数字になるものと推定される。いずれにし

ても当該特許がどの視点で役立つかにより、その数値が変わってくることは事実である。 
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休眠特許－空気から水をつくる－ 

[2008 年 4 月 13 日 朝日新聞日曜版掲載] 

 

 

  

 鳥取大学教授（現名誉教授）の特許出願した発明の案件が朝日新聞日曜版に掲載され

ました。（新聞記事の切抜きを掲載） 

 この案件は、当時工学部の林農教授が、大学法人化前の平成 16 年 3 月 30 日に特許出

願を完了（発明の名称：造水装置、特許出願番号：特願 2004-98888）したもので、平成

17 年 10 月 13 日に出願明細書が公開 (特許公開番号：特開 2005-282974) されました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 なお、林先生は関連した特許をもう一つ出願されています。大学法人化後の出願です

から当然出願人は鳥取大学ですが、平成 18 年 10 月 10 日に特許出願を完了（発明の名

称：造水装置、特許出願番号：特願 2006-276192）した発明が、このたび平成 20 年 4

月 24 日に公開 (特許公開番号：特開 2008-95331) されました。 

 この「空気から水をつくる」関連の研究は、林先生の退官後、鳥取大学では地域学部

田川公太朗准教授が継承されています。 
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７月の特許相談会 
 

※今月は鳥取地区で２回開催されます。相談をご希望の方は予約をお願いします。 

      
【鳥取地区１】相談員：滝本智之弁理士（電機・機械関係他） 

日 時：７月９日（水）13：30 より 
場 所：産学･地域連携推進機構２階 会議室 
 

【鳥取地区２】相談員：冨田憲史弁理士（医獣・バイオ関係他） 
日 時：７月１０日（木）13：30 より 
場 所：産学･地域連携推進機構２階 会議室 

  
8 月の特許相談会(鳥取・米子地区各１回)予定 冨田弁理士 8/8(金)、滝本弁理士 8/11(月) 
9 月の特許相談会(鳥取地区２回)予定      滝本弁理士・冨田弁理士ともに 9/10(水) 

【報告】上記客員教授によるセミナー「産業科学特別講義Ⅰ」は終了しました。 

      冨田憲史弁理士･･･6 月 3 日(火)「特許制度とその手続きについて－特に実務面からの考察－」 

                                                         (今月号、３Ｐ記載の関連記事をご覧下さい) 

滝本智之弁理士･･･5 月 13 日(火)「職務発明問題」(知財部門ニュース６月号に記載) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

産学・地域連携推進機構 

知財部門ニュース 

目    次 
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2008 年 7 月 1日 

（１6 号）【通番 45 号】 
発行 :鳥取大学       

     産学･地域連携推進機構
  知的財産管理運用部門 

       (旧知的財産センター) 

電話：0857-31-6000(内 2765)

特許と技術契約のことは知的財産管理運用部門へ 
特許に関する相談は、随時受け付けています。 
希望される場合は事前に連絡をお願いします。 
 
相談員：佐々木茂雄 知的財産管理運用部門長 
    山岸大輔 NEDO ﾌｪﾛｰ（コーディネーター） 
場 所：産学・地域連携推進機構２F 知的財産管理運用部門 
電 話：０８５７－３１－６０００(直通)（内線２７６５） 
ＦＡＸ：０８５７－３１－５４７４(専用) 
メールアドレス： 
  知財部門メーリングリスト／chiteki@adm.tottori-u.ac.jp 
産学・地域連携推進機構 HP： 
   URL／http://www.cjrd.tottori-u.ac.jp/                       今月は「工学部土木工学科棟横（測道）の

びわの木」です。梅雨の晴れ間、きれいに
洗われた果樹です。 (Y.Y) 
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 キャンパス・イノベーションセンター東京 

 新技術説明会開催のお知らせ 

 

鳥取大学東京オフィスのある CIC 東京で、 

７月２５日（金）に新技術説明会が開催されます。 

詳細は、科学技術振興機構 HP の新技術説明会 

(http://jstshingi.jp/cic-tokyo/、右はﾄｯﾌﾟﾍﾟｰｼﾞ) 

をご覧下さい。 

  

 鳥取大学ではシーズ２件を発表します。 

 参加希望者は事前登録が必要ですので、上記 

 JST のホームページから直接お申し込み下さい。 

 

 

【発表するシーズ（２件）】 

                   

               

                       

                      

           

         

                           

 

 

 ☆シーズ名：高機能超音波センサシステム

       による高信頼駐車支援技術 

  発表者：奥雲正樹 助教 

      米子工業高等学校専門学校 
      電気情報工学科 
     （前鳥取大学大学院博士課程） 

  会 場：B会場 

  時 間：１５：３０～１５：５０ 

  分 類：電気・電子 

 ☆シーズ名：アルツハイマー型認知症 

       早期診断マーカー 

  発表者：浦上克哉 教授 

      鳥取大学大学院医学系研究科 

  会 場：A会場 

  時 間：１３：００～１３：２０ 

  分 類：医療・バイオ 
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 紹介します！  シリーズ第 3回 －冨田憲史－ 

 今年度は 5 月から知的財産管理運用部門に協力していただいている学外所属職員等をシリーズでご紹介
しています。第 3回目の今月は、弁理士で、平成 20年度から鳥取大学の客員教授として活躍中の冨田憲史
先生です。 
 
 

 冨田憲史先生は、先月、産学・地域連携推進機構が開講している「産業科

学特別講義Ⅰ」で、大学院生及び一般の方を対象に「特許制度とその手続き

について－特に実務面からの考察－」の講義をされました（6月 3日）。 

 内容は、特許制度についての基礎的なもので、主として特許出願から特許

登録までの手続きを、実例や仮想例を多く取り入れながら実務的な観点から

わかりやすく解説していただきました。 

 

 さて、冨田先生をご紹介する前に、前任者である田中光雄弁理士のことを少しご紹介しましょう。

青山特許事務所長である田中弁理士は、2007 年 4 月から１年間、鳥取大学の客員教授に就任され、教

職員の発明に対する特許相談（主に医療・バイオ関係）や、文頭の「産業科学特別講義」他を担当さ

れ、鳥取大学知財関連事業に多大なる協力支援をされました。紙面を借りてお礼申し上げます。 

  

 今月ご紹介する冨田憲史先生は、京都府出身で京都大学をご卒業後、農学博士として岡山大学で教

鞭をとられた５年間以外を、京都で過ごされてる生粋の京都人です。1994 年からは現在の青山特許事

務所で知的所有権関連業務（バイオテクノロジー一般・食品担当）に従事されています。現事務所に

縁があったのも「酒が大好き」だったからかもしれません。 

  

 弁理士職の魅力を尋ねると、「発明を聞き出し育てることで意外な展開に発展するので、宝探し感

や発明者の気分を味わうこともでき、とてもおもしろい。特に企業などは事業戦略と直結しているの

で、成功例を聞くことが弁理士としての大きな励みになる。」と、大学の先生から弁理士に転職され

た冨田先生は教えてくださいました。 

  

 冨田先生の趣味は真空管アンプを組み立てることで、これは中学生

のときから続いているそうです。完成した真空管アンプで聴くクラシ

ック音楽は最高で、特に弦楽器の音色や人の声がとてもよいのだそう

です。このお話を聞くと、余暇の過ごし方は、お酒を片手に、自分で

組み立てた真空管アンプでクラシック鑑賞では？と想像してしまいま

す。 

 

 写真は最近完成した、英国の送信用真空管を使ったアンプだそうです。音色は柔らかい中にも芯が

あり、エージングすればまろやかさも出てくるそうです。 
  

 

  冨田先生の「産業科学特別講義Ⅰ」の講義は終了しましたが、定例特許相談会

は毎月 1 回鳥取又は米子地区で開催され、主に医獣・バイオ関係を担当されていま

す。今後の特許相談会は、8/8(金、米子地区)、9/10(水、鳥取地区)、10/8(金、米

子地区)、11/12(水、鳥取地区)、12/10(水、米子地区)に開催する予定(平成 21 年開

催日は未定)ですので、この特許相談会をどんどん利用してください。 

 冨田先生、いろいろな質問にも快く話していただきましてありがとうございまし

た。少し照れながらも少年のようないたずらっぽい笑顔で趣味のことを話された表

情が印象的でした。また、ご自宅のアンプの写真も提供していただき、お礼申し上

げます。今後とも鳥取大学をよろしくお願い致します。 

 

 

産業科学特別講義風景 

英国の送信用真空管を使ったアンプ

（冨田憲史氏撮影）
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文科省「産学官連携戦略展開事業」採択！ 

     

 １）鳥取大学が岡山大学とともに「戦略展開プログラム」に応募 
 文部科学省が公募していた「産学官連携戦略展開事業（戦略展開プログラム）」について、鳥取大学が

岡山大学とともに応募した事業が採択され、６月２３日に報道発表されました。 

（以下、囲み部分は、文部科学省報道発表の記事より抜粋、一部変更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［産学官連携戦略展開事業（戦略展開プログラム）へ応募するまでの経緯］ 

鳥取大学では、「平成１５年度大学知的財産本部整備事業」に応募したことを契機として、本学独自の

知的財産に係わる体制整備を進めるとともに、知的財産の創出・管理・活用の一括管理活動を推進してき

ました。また、これに呼応する形で、平成１８年３月に鳥取県が「知的財産の創造等に関する基本条例」

を全国で初めて制定し、県内企業の自立的発展に向け、産官学連携による知的財産活動を積極的に展開し

ています。 

（１）事業概要 

 本事業は、イノベーション創出の原動力である大学等の知的財産戦略などが持続的に展開されるよ

う、主体的かつ多様な特色ある取組を国公私立大学等を通じて支援し、産学官連携活動全体の質の向

上を図ることを目的とし、以下の２つのプログラムを実施するものです。 

 ○戦略展開プログラム 

 本プログラムは、国際的な基本特許の権利取得などを図る国際的な産学官連携体制の強化や国公私

立大学間連携等による地域の多様な知的財産活動体制の構築など、大学等の活動としては実施のリス

クが高く、かつ、国として政策的観点から積極的に促進すべき活動を重点的に支援することにより、

大学等の産学官連携体制の強化を図るものです。 

 ○コーディネートプログラム（７頁に記載） 

（２）重点的に支援する事業分類 

 「戦略展開プログラム」は、大学等が作成する中長期的な「産学官連携戦略（資金計画を含む。）」

の展開に当たり、国として政策的観点から積極的に促進すべき以下の活動を重点的に支援します。 

  ①国際的な産学連携活動の推進（原則５年間） 

基本特許の国際的な権利取得の促進、海外企業からの共同研究・受託研究の拡大、国際的な

知的財産人材の育成・確保など、国際的な産学官連携体制の強化を図る。 

  ②特色ある優れた産学官連携活動の推進（原則５年間） 

大学等と地方公共団体等との連携による知的財産の管理・活用体制の強化、国公私立の大学

等間の連携による知的財産活動の展開、ライフサイエンス分野など特定分野の課題に対応し

た知的財産の管理・活用体制の整備、起業相談、起業家教育、ベンチャー・キャピタルとの

連携などの事業化支援体制の強化など、先進的な知的財産戦略を有する大学等の特色ある優

れた取組を推進する。 

  ③知的財産活動基盤の強化（２～３年間） 

人文社会系（人文科学、社会科学、教育、芸術等の分野）を含め、更なる知的財産活動を行

う基盤の強化を必要としている大学等について、各大学等の特性、実態を考慮した効率的な

運用体制の整備を図る。 

 なお、本プログラムの実施に当たっては、産学官連携戦略展開事業推進委員会を置き、その審議結

果に基づき実施します。 
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一方、中国地域における大学間での産学官連携活動も、それぞれの立場・環境下で知的財産活動を一つ

の柱として適宜推進しています。鳥取大学においても平成１８年１１月に制定した「学術研究推進戦略」

の中で、産学官連携による研究成果の活用について、一層の地域密着型研究の推進を展開することが謳わ

れています。 

以上の背景を踏まえ、鳥取大学産学・地域連携推進機構として、岡山大学研究推進・産学官連携機構と

協議の上、『中国地域にある多くの大学が連携を組み、研究成果である知的財産の創造・活用を主体に、

中国地域社会への社会貢献を目指した連合体＝中国地域産学官連携コンソーシアム構想』（下図）を練り

上げ、平成２０年度からの新規事業である「産学官連携戦略展開事業（戦略展開プログラム）」の②特色

ある優れた産学官連携活動の推進へ応募した訳です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 
 
事業内容 
1)教育カリキュラム・コンテンツ作成 
2)目利き内部教員育成、産学官連携企画・立案推進
担当事務職員、経営指導も出来る弁理士資格者等
の育成 

3)ＯＪＴ研修、研修事業の実施 

 

中国地域産学官連携コンソーシアム 

－大学発の産学官携・共創を目指して－ 
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代表理事（岡山大学学長） 

コンソーシアム運営委員会（参画大学等の学長等で構成） 事務局長（岡山大学） 

人材育成事業部
・責任者：産学連携プロジューサー１名 
・中国地域大学等知的財産マネージャー５名 
・岡山大学研究推進・産学官連携機構教員１名

産学官連携事業部
・正副責任者：産学連携プロジューサー３名 
・中国地域文部科学コーディネーター５名 
・岡山大学研究推進・産学官連携機構教員２名 
・ネットワークシステム管理者等 2名 

 

 

 
 
事業内容 
1)ライフ･サイエンス系(鳥取大学)、 
 物質･材料系･ものづくり系(岡山大学)のコー
ディネート力等強化 

2)共同事業計画策定及び実行 
3)シーズ・ニーズデータベース構築 
4)情報提供事業（HP、メールマガジン）等 
5)ＷＥＢテレビ会議システム、ＷＥＢマッチング
システムの導入と運用 

副理事長（鳥取大学学長） 

民
間
有
識
者
に
よ
る
評
価
（
各
年
度
） 

外
部
産
学
官
連
携
組
織
、
自
治
体
等
と
の
連
携

中
国
地
域
官
公
及
び
関
係
団
体
の
支
援 

地
域
企
業
・
域
外
企
業
へ
の
積
極
的
産
学
活
動 

（３）官連携戦略展開事業に採択された実施機関 

 実施機関の概要は、以下のとおりです。（参考：実施機関地域別分布図、６頁参照） 

 ①国際的な産学連携活動の推進     （１７機関〔１６件〕） 

 ②特色ある優れた産学官連携活動の推進 （３０機関〔２２件〕） 

 ③知的財産活動基盤の強化       （１９機関〔１７件〕） 

事務局６名（国立大学法人事務職員で構成）
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（参考）「産学官連携戦略展開事業」（戦略展開プログラム）実施機関 地域別分布図 
 
  
 
  

 
   

① 広島大学 

② 岡山大学・鳥取大学（※） 

② 山口大学 

③ 香川大学 

中国・四国地区 

① 京都大学 

① 大阪大学 

① 奈良先端科学技術大学院大学 

② 神戸大学（※） 

近畿地区 

② 大阪府立大学・大阪市立大学 

② 立命館大学（※） 

③ 京都工業繊維大学（※） 

③ 同志社大学 

① 名古屋大学（※） 

③ 静岡県立大学（※） 

① 山梨大学・新潟大学（※）

中部地区 

③ 浜松医科大学（※） 
  静岡大学・ 
② 豊橋技術科学大学（※） 

   長岡技術科学大学・ 
② 国立高等専門学校機構（※） 

② 富山大学 

② 金沢大学（※） 

② 信州大学（※） 

② 三重大学（※） 

② 北陸先端科学技術大学院大学

中部地区 

③ 富山工業高専（※） 

① 北海道大学 

① 東北大学 

② 岩手大学・帯広畜産大学（※） 

③ 室蘭工業大学・北見工業大学（※） 

北海道・東北地区 

③ 山形大学 

③ 宮城工業高専（※） 

① 九州大学 

② 九州工業大学 

③ 佐賀大学 

③ 大分大学（※） 

九州・沖縄地区 

③ 宮崎大学（※） 

③ 久留米大学 

① 東京大学 

① 東京医科歯科大学 

① 東京農工大学 

① 東京工業大学 

関東地区 

① 東京理科大学 

① 早稲田大学 

関東地区 

② 筑波大学 

  群馬大学・茨城大学・ 
② 宇都宮大学・埼玉大学（※） 

② 東京海洋大学 

② 電気通信大学 

② 東海大学 

② 日本大学 

② 芝浦工業大学 

② 情報・システム研究機構 

③ お茶の水女子大学 

③ 青山学院大学 

③ 創価大学 

③ 東京工業高専・長野工業高専（※）

①国際的な産学連携活動の推進         

②特色ある優れた産学官連携活動の推進 

③知的財産活動基盤の強化             

    実施数 ５５件／６６機関 

     注：（※）は連携機関を有する 
         実施機関 

① 慶応義塾大学 
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２）産学官連携コーディネーターの新規配置  

 また「産学官連携戦略展開事業（コーディネートプログラム）」についても、鳥取大学が採択され、同日

６月２３日に報道発表されました。 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

（前掲の文部科学省報道発表の記事より抜粋、一部変更） 

 

 

 

（１）事業概要 （４頁に記載） 

 ○戦略展開プログラム（４頁に記載） 

 ○コーディネートプログラム 

本プログラムは、産学官連携を推進する際に必要不可欠な知識や実務経験を有した人材を大学等

のニーズ応じて配置し、大学等から産業界、地域社会に対し知識の移転、研究成果の社会還元を

図るものです。 
 

（４）産学官コーディネーターの新規配置 

 産学官コーディネーターの配置は総数８０名で、その内訳は、①産学官連携一般担当３４名、②地

域の知の拠点再生担当２２名、目利き・制度間つなぎ担当２２名、広域担当２名です。 

中国四国地区 16 機関（11 名） 
 
鳥取大学 島根大学 岡山大学 
徳島大学 愛媛大学  
四国６高専（新居浜高専･阿南高専･高松高
専･詫間高専･弓削高専･高知高専 
 
○広島大学 ○高知大学 
 
☆山口大学 ☆徳島高専 ☆香川大学 

中部地区 15 機関 
     （14 名） 
 
富山大学 富山県立大学  
岐阜大学 静岡大学 名古屋
工業大学 豊橋技術科学大学
鈴鹿高専・鳥羽高専 
  
○金沢工業大学 ○岐阜高専
○名古屋大学 ○三重大学 
 
☆金沢大学 ☆北陸先端科学
技術大学院大学 ☆福井大学

九州沖縄地区 11 機関（7名） 
 
宮崎大学  
 
○九州国際大学 ○長崎大学 ○大分大学 
○熊本大学・熊本県立大学・熊本電波高専・
八代高専 ○鹿児島大学・鹿児島高専 
○琉球大学 

関西地区 15 機関 
     （15 名） 
 
滋賀医科大学 同志社大学  
大阪市立大学 大阪産業大学
神戸大学 兵庫県立大学  
奈良先端科学技術大学院大学
奈良高専  
 
○和歌山大学 
☆京都大学 ☆立命館大学  
☆大阪大学 ☆大阪府立大学 
☆関西大学 ☆近畿大学 

○は「地域の知の拠点再生」担当配置、☆は「目利き・制度つなぎ」担当配置 

北海道東北地区  
   19 機関（12 名）
 
室蘭工業大学 弘前大学  
会津大学  
 
○小樽商科大学・札幌医科大
学 ○帯広畜産大学 ○苫小
牧高専 ○岩手大学 ○秋田
大学  
○山形大学 ○福島大学 
 
☆北海道大学 ☆東北７高専
（宮城高専・八戸高専・一関
高専・仙台高専・秋田高専・
鶴岡高専・福島高専） 

関東甲信越地区 10 機関 
        （8 名） 
 
茨城大学 高ｴﾈﾙｷﾞｰ加速器研究機構
群馬大学 宇都宮大学・小山高専  
新潟大学・長岡技術科学大学 
 
○山梨大学 ○信州大学  
 
☆埼玉大学 

首都圏地区 11 機関 
     （11 名） 
 
お茶の水女子大学 早稲田大学 
横浜市立大学  
 
☆東京農工大学 ☆東京海洋大学 
☆電気通信大学 ☆慶応義塾大学 
☆日本大学 ☆明治大学  
☆明星大学 

産学官連携コーディネーター 

○大学における優れた研究成果の発掘 

○企業・地域との共同研究・事業のコーディネート

○地域・自治体との連携システムの構築支援 

 

 

産学官連携コーディネーター 

  伊藤邦夫氏［農業･農業機械］ 

所属：鳥取大学 

産学・地域連携推進機構 

研究推進部門 

℡0857-31-6717(内線 4070) 

産学官コーディネーター

配置図（平成２０年７月）

産学官連携一般担当    ３４名 
地域の知の拠点再生担当  ２２名 
目利き・制度間つなぎ担当 ２２名 
広域担当          ２名 
 
合計           ８０名 
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知的財産推進計画２００８ 

 

 政府の知的財産戦略本部は６月１８日、知的財産に関する強化策をまとめた「知的財産推進

計画 2008」を正式決定しました。計画の構成は次の表のとおりです。 

基本的な考え方 世界を睨んだ知財戦略の強化 

重点編 取り組むべき施策のうち、特に重要と考えられるものを記載 

本 編 5 章より構成 

附属資料 体制、関係法、知的財産推進計画 2008 策定までの経緯、用語集 

  

 特筆すべきは「Ⅰ、我が国の重点戦略分野の国際競争力を一層強化する。＜重要編＞」です。これに

ついては、本編第４章「コンテンツをいかした文化創造国家づくり」で、次のことが決定されています。 

 

 １-(１)-①「コンテンツ共有サービスの法的環境等を整備する。」 
     →著作権の間接侵害について検討、２００８年度中に結論。 
 

 １-(１)-②「デジタルコンテンツ端末の融合・連携を推進する。」 

 １-(１)-③「家庭内の動画配信ネットワーク基盤の開発・標準化を推進する。」 

 １-(１)-④「コンテンツ配信サービスに関する共通基盤技術の標準化を促進する。」 

 １-(１)-⑤「地上デジタル放送に係るインフラ整備を促進する。」 

 １-(２)-①「通信と放送の垣根を越えた新たなサービスへ対応する。」 

 

 １-(２)-②「ネット検索サービス等に係る法的課題を解決する。」 
     →２００８年度中に法的措置をする。 

 １-(２)-③「コンテンツ配信に伴うサーバー上の複製行為等に係る法的課題を解決する。」 
     →一時的蓄積等に係る法的課題を解決するなどの法的措置を２００８年度中に講じる。 
 
 １-(２)-④「研究開発における情報利用の円滑に係る法的課題を解決する。（再掲）」 
     →科学技術によるイノベーションの創出に関連する研究開発について、必要な範囲での 
      著作物の複製や翻案等を行うことができるよう法的措置を２００８年度中に講じる。 
 
 １-(２)-⑤「リバース・エンジニアリングに係る法的課題を解決する。」 
     →革新的ソフトウエアの開発や情報セキュリティの確保に必要な範囲において、法的措 
      置を２００８年度中に講じる。 

 

また他に、ネット上の海賊版対策強化などが盛り込まれています。 

 

この「知的財産推進計画２００８」は目次１６ﾍﾟ-ｼﾞ、本文１３９です。詳しくは、知的財産戦略

本部 HP［http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/index.html］のトップページから、「知的財

産推進計画２００８（PDF）」を選択してご覧下さい。 
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８月の特許相談会 
 

※今月は鳥取地区・米子地区で各１回開催されます。相談をご希望の方は予約をお願いします。

      
【米子地区】 相談員：冨田憲史弁理士（医獣・バイオ関係他） 

日 時：８月８日（金）13：30 より 
場 所：旧保健学科棟 1Ｆ 学務研究課第１会議室  
 

【鳥取地区】 相談員：滝本智之弁理士（電機・機械関係他） 
日 時：８月１１日（月）13：30 より 
場 所：産学･地域連携推進機構２階 会議室 

  
 9 月の特許相談会(鳥取地区２回) 予定 滝本弁理士・冨田弁理士ともに 9/10(水)  
10 月の特許相談会(鳥取・米子地区各１回)予定 冨田弁理士 10/8(金)、滝本弁理士 10/10(水)

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

産学・地域連携推進機構 

知財部門ニュース 

2008 年 8 月 1 日 

（１7 号）【通番 46 号】 
発行 :鳥取大学       

     産学･地域連携推進機構

  知的財産管理運用部門 

       (旧知的財産センター) 

電話：0857-31-6000(内 2765)

特許と技術契約のことは知的財産管理運用部門へ 
特許に関する相談は、随時受け付けています。 
希望される場合は事前に連絡をお願いします。 
 
相談員：佐々木茂雄 知的財産管理運用部門長 
    山岸大輔 NEDO ﾌｪﾛｰ（コーディネーター） 
場 所：産学・地域連携推進機構２F 知的財産管理運用部門 
電 話：０８５７－３１－６０００(直通)（内線２７６５） 
ＦＡＸ：０８５７－３１－５４７４(専用) 
メールアドレス： 
  知財部門メーリングリスト／chiteki@adm.tottori-u.ac.jp 
産学・地域連携推進機構 HP： 
   URL／http://www.cjrd.tottori-u.ac.jp/  

 
８月１３日（水）～１５日（金）は一斉休業します。                 

今月は「共通教育棟横のひまわり」です。
陽を遮るのは今が本番、まだまだ咲き続け
ます。 (Y.Y) 

目    次 
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知的財産インターンシップ実習開始!! 

 
 
 
 

 
 
 
 

 平成２０年度インターンシップ実習生は本学学生の３名（１．２年生）です。 

 今年度は次の内容で９月まで実施します。 

  

【事前演習】 

実 習 日：平成２０年８月１日（金） 

内   容：知財の基礎・特許情報調査のあり方・発明のポイント 

対応責任者：佐々木知的財産管理運用部門長  

場   所：鳥取大学 産学・地域連携推進機構 会議室  

 

【実習（１）】 

期   間：平成２０年８月４日（月）から９月１０日（金）の４日間 

場   所：鳥取大学 工学部大学院棟 JP－NET 室 

対応責任者：佐々木知的財産管理運用部門長 

      滝本智之弁理士（滝本特許事務所、客員教授） 

      石橋頼幸特許主任調査員 

       （JST 特許化支援事務所（中・四国）、知財専門アドバイザー） 

   実 習 内 容： 

平成２０年度パテントコンテスト（文部科学省他主催）に応募する。 

応募を通じて知的財産マインドを醸成するとともに、知的財産権制度

に対する理解を深め、かつこれを実体験する。 

①応募書類の提出（９月１９日締切） 

②応募書類の審査・選考（選考結果は１１月予定） 

  優れた発明は表彰され、発明の特許出願書類の作成など弁理士の

アドバイス（無料）を受け、特許庁へ出願（特許出願料と審査請

求料は無料）。 

 

【実習（２）】 

期   間：平成１９年９月２４日(水) から９月２６日(金)の３日間 

場   所：青山特許事務所（大阪市） 

対応責任者：冨田憲史弁理士（青山特許事務所、客員教授）、 

      引率者（佐々木部門長、山岸 NEDO ﾌｪﾛｰ） 

実 習 内 容：発明の把握・請求範囲の作成ポイント説明 

        特許明細書（翻訳文）作成・評価等 
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キャンパス・イノベーションセンター東京 

「新技術説明会」開催報告 

鳥取大学東京オフィスのある CIC 東京で、７月２５日（金）に新技術説明会

が開催されました。鳥取大学ではシーズ２件を発表しました。 

（１）参加者数 

事前申込者 247 名と当日申込者 57 名のあわせて 304 名と多数の来場がありました。 

（２）発表後の個別相談 

浦上教授：６件、奧雲助教：３件と、シーズ２件の相談件数が９件を数えました。 

相談内容については、ⅰ）関連する研究業務の連携希望、ⅱ）技術指導の希望、 

ⅲ）共同研究開発を希望する等、当該特許の活用に繋がる相談が多くあり、有意義な

新技術説明会となりました。 

 

   

                   

               

                                                  

 

【発表したシーズ（２件）】 

☆シーズ名：アルツハイマー型認知症早期診断マーカー 

  発表者：浦上克哉 教授 

      鳥取大学大学院医学系研究科 

  技術の概要： 

糖鎖修飾に異常を有するトランスフェリンを測定することにより、アル

ツハイマー型認知症の早期診断を可能にすることが出来る方法。髄液あ

るいは血液中の糖鎖異常を有するトランスフェリンを測定することによ

り、アルツハイマー型認知症とその他の認知症を早期に鑑別でき、米国

で国を挙げて支援している18種類の血液中シグナルマーカーを測定する

のに比較して、遥かに容易で・低コストで施行できます。 

 

 

☆シーズ名：高機能超音波センサシステムによる 

      高信頼駐車支援技術 

  発表者：奥雲正樹 助教 

      米子工業高等学校専門学校電気情報工学科 
     （前鳥取大学大学院博士課程） 

  技術の概要： 

コウモリの特徴的な超音波放射原理を参考に、その反射波の周波数解析

により、傾いた物体の距離、移動速度、表面凹凸の測定を可能とする自

動車の駐車支援システムへの応用を目的としたセンサシステム。 

従来のセンサシステムではセンサに対して傾いている物体の測定が困難であり、また物体距離の測

定のみであったが、本技術は一度の超音波放射・受信で、傾いた物体の距離、移動速度、表面凹凸

の測定を可能とする画期的センサシステムです。 
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                  「環境フェスタ２００８」への出展報告 

鳥取県衛生環境研究所が毎年７月に開催している『環境

フェスタ』に鳥取大学も参加。「未利用資源の活用とリ

サイクル技術等」と題して、鳥取大学と衛生環境研究所

とのコラボレーションによる研究発表会＆相談会を開

催しました。地元企業あるいは地域住民の方が会場を訪

れ、鳥取大学の教員やコーディネーター、衛生環境研究

所の研究員等に対して、技術や特許への質問あるいは技

術相談等が実施されました。 

 
 
 
 
 
 

 題名（特許コーナー） 研究者 

① 
粉末活性炭層ろ過法による加工油剤のリサイクル処理 

システム（写真①） 

鳥取大学大学院工学研究科  

近藤康雄 准教授

② 
キノコを利用したエタノール・キシリトールの生産 

（写真②） 

鳥取大学大学院工学研究科  

岡本賢治 准教授

③ 発泡ガラスの製造方法に関する特許（写真③） 
鳥取県衛生環境研究所環境科学科 

門木秀幸 研究主任

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 題名（研究コーナー） 研究者 

① 湖山池のアオコ・オシラトリアを抑制する微生物浄化剤の開発 
鳥取大学大学院工学研究科  

嶋尾正行 准教授

②  廃材・イネハラからバイオエタノール 
鳥取大学大学院工学研究科  

簗瀬英司 教授

③ GIS を用いた廃棄物系バイオマスの小地域存量推定 
鳥取大学大学院工学研究科  

増田貴則 准教授

④ 
低容積・高耐衝撃性オール段ボール製梱包箱の CAE 設計法に関する
研究（写真④） 

鳥取大学大学院工学研究科  
小幡文雄 教授

⑤ 非滅菌・高温 L-乳酸発酵による生ごみの資源化 
鳥取大学大学院工学研究科  

赤尾聡史 助教

⑥ 炭化処理による植物性廃棄物の資源化 鳥取大学農学部       山本定博 教授

⑦ 無機性廃棄物からの金属資源の回収と再生利用 
鳥取県衛生環境研究所環境科学科 

門木秀幸 研究主任

⑧ リサイクル製品の環境安全性及び品質管理 
鳥取県衛生環境研究所環境科学科 

門木秀幸 研究主任

⑨ 生ゴミリサイクル液肥の農作物栽培への活用（写真⑤） 
鳥取大学農学部附属フイールドサイエ
ンスセンター      山口武視 教授 

⑩ 日本梨新品種の開発 
鳥取大学農学部附属フイールドサイエ
ンスセンター      田村文男 教授 

⑪ 梨を産業廃棄物にしてはいけない。 
鳥取大学大学院工学研究科  

斎籐博之 教授

 
（写真協力：衛生環境研究所）

写真① 写真② 写真③ 

写真⑤ 写真④
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中国地域産学官連携コンソーシアムキックオフ会議開催 

  

平成２０年６月に文部科学省から採択された［産学官連携戦略展開

事業（戦略展開プログラム）］※について、７月１８日（金）に中国

地域産学官連携コンソーシアムキックオフ会議を下関市で開催し

ました。 

 この会議には、本コンソーシアムの応募機関である岡山大学と鳥

取大学の関係者、本コンソーシアムに連携大学として参画する鳥取

環境大学や米子高等専門学校をはじめとする中国５県にある国公私立大学および高等専門学校

の代表者、中国経済産業局や中国経済連合会等の中国地域官公および関係団体の関係者が出席し

ました。 

 会議では、鳥取大学佐々木知的財産管理運用部門長の進行のもと、主催者を代表して岡山大学

曽根（かつら）副学長による開会挨拶、出席者の自己紹介の後、岡山大学の村上研究推進産学官

連携副機構長及び藤原産学官連携本部長から ⅰ)当該コンソーシアム発足に至った経緯・事業

の狙い、ⅱ)コンソーシアムの主要ツールである CPAS-Net 等具体的事業内容等について説明が行

われ、それに対する出席者からの質問や意見が多く出されました。最後に鳥取

大学菅原産学・地域連携推進機構長から閉会の挨拶が行われ、今後の中国地域

における産学官連携推進を図っていくに相応しいキックオフ会議となりました。 

          ※［産学官連携戦略展開事業（戦略展開プログラム）］ 

            内容の詳細は、知財部門ニュース平成２０年７月号をご覧下さい。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プロジュー
サー 

特許 
データベース

研究情報 
データベース

研究者 
データベース

中国地域産学官連携 
コンソーシアム 

共同研究 
技術移転 

知財ライセシング 

毎週１回の 
情報発信 

特許検索 

自社ニーズ情報登録 

ポータルサイト 

メールマガジン配信 

図は岡山大学提供の資料から抜粋 
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【平成２０年度事業計画】 

コンソーシアム全体としての平成２０年度事業計画は以下のとおりです。 

 

１ 目標 

1)大学間連携体制の基盤構築およびロードマップの策定・共有化 

2)コンソーシアム運営組織の確率、事業部の整備および連携大学等 

 の確保 

3)内部人材育成計画の策定と体制整備 

 

２ 事業内容 

1)連携大学の役割分担、担当者の明確化およびロードマップ策定 

2)中国地域をカバーする２つのＷＥＢシステムの導入と参加企業増強活動 

3)目利き人材として３名の「産学官連携プロジューサー」の新規配置 

4)事務系職員に対する人事交流（経済産業局）、ＯＪＴ教育開始 

5)大学シーズ、企業ニーズデータベースの強化と大都市圏／地域向け合同シーズ発信・分野別 

 合同展示会等の連携企画【ライフサイエンス／ものづくり／物質・材料】 

6)企業向けメルマガ配信、ホームページ作成 

中国地域産学官連携コンソーシアム（全１６大学等） 

①産官学連携プロデューサー 

②文部科学省派遣産官学連携コーディネーター 

③各大学の産官学連携コーディネーター 

④各大学の知的財産マネージャー 

【２】人材育成事業 

島根県 

（２大学等） 鳥取県 

（３大学等）

広島県 

（３大学） 

岡山県 

（５大学等）
山口県 

（３大学等）

広域支援財団 

岡山ＴＬＯ、等

インターネット

会議システム 

CPAS－Net 
中国パラダイムシフト創出

支援ネットワーク 
文部科学省の支援期間中は

登録無料 

情報検索 
・登録 
 
情報配信 

産
業
界
・
企
業
等

地域イノ
ベーショ
ン創出 

 

 

情報提供（ホームページ、メールマガジン）

シーズ・ニーズデータベース構築 

産学マッチング業務 

【１】産学官連携事業 

中国地域の官・公・関係
団体の支援 

図は岡山大学提供の資料から抜粋 
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Ｑ＆Ａ：「鳥取大学における大学発ベンチャーの認定に関する規則」の制定 

 

Ｑ１：「鳥取大学における大学発ベンチャーの認定に関する規則」［規則第８５号］が平成２０年７月１日

に制定されたと聞きましたが、そもそも最近の「大学発ベンチャー」についての状況をどのようにな

っていますか？  

 

Ａ１：平成１９年９月３日、経済産業省産業技術環境局大学連携推進課から発表された「平成１８年度大

学発ベンチャーに関する基礎調査報告書の概要」によれば、平成１９年３月末時点で、1,590 社の大

学発ベンチャーが活動していることが確認されており、平成１８年度単年度では 113 社が設立され、

平成１３年度から平成１８年度の５年間で 2.7 倍となっています。特に地方圏に存在する大学発ベン

チャー数は、この５年間で 3.2 倍になり、全体の伸び率（2.7 倍）以上の著しい伸び率となっていま

す。 

大学発ベンチャーの業績については、売上高が１社あたり 177 百万円であり、事業ステージ動向

から見ると、全体的に『研究開発段階』が約４９％、『事業段階』が約５１％と、平成１４年度の調

査開始以来、はじめて『事業段階』が５０％を上回ったとのことです。 

 

大学発ベンチャーの直面する課題は、ⅰ)人材の確保・育成、ⅱ)販路開拓・顧客の確保、ⅲ)資金

調達であるが、特にⅰ)人材の確保・育成が最も多く、平成１６年度調査時点からこの傾向が続いて

います。そして、これらの課題が発生する要因は、大学発ベンチャーの特性である「技術に起因する

脆弱性＝新規性が高く、シーズに近い研究成果をベースに事業を実施すること」と「人材に起因する

脆弱性＝大学教員の経営経験の乏しい者が経営者に就任することが多いこと」であると解析していま

す。 

また、大学による支援については、「大学の知的資産を活用し、社会に貢献する」との意義から、

大学にとって大学発ベンチャーを支援することは重要な役割となります。 

   研究開発段階にある大学発ベンチャーが大学に対して期待することとして、ⅰ)公認、ⅱ）資金支

援（研究開発資金・出資）、人材紹介（研究開発人材）等が挙げられています。 

特に資金面では、ベンチャーの多様性に対応して、国における支援策は大学等の研究成果を活用し

て、産学連携による実用化研究のために必要な経費を一部負担する『大学発事業創出実用化研究開発

事業（マッチングファンド）』、あるいは大学ＯＢ・公的研究機関・ベンチャ－キャピタル等の大学発

ベンチャー支援者の人的ネットワークを活用した大学発ベンチャーの販路開拓や資金調達等を支援

する『広域的新事業支援ネットワーク拠点重点強化事業【大学発ベンチャー型】』等があります。 

 

Ｑ２：このような国レベルの施策が続く中で、鳥取大学の大学発ベンチャーの状況についてお聞きします。

本学における大学発ベンチャーに対する支援は、どのような現状ですか？ 

 

Ａ２：現在は、産学・地域連携推進機構が核となり、ベンチャー・ビジネス萌芽、独創的研究開発の推

進および若手人材の育成を目的に、ⅰ)研究費の支援、ＶＢＬ棟施設の提供、ＶＢＬ棟の研究設備の

提供、プロジェクト研究員の雇用、ベンチャー設立に関わる応談等、色々な『大学発ベンチャーの企

業前の支援活動』を実施しています。 
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Ｑ３：現時点での鳥取大学における大学発ベンチャーは何件設立されていますか？  

 

Ａ３：本学で把握している件数は、次の７件が名乗りを上げています。 
 

                鳥取大学の大学発ベンチャー        （2008 年 7 月現在） 

会社の名称 
設立 

年月 
本学の関係者 主な製品またはサービス 

（有）SOM ジャパン 
2003 年 

4 月 

徳高 平蔵 

（名誉教授）他 

・健康状態の解析ソフト 

・多変量データの可視化解析ツールの開発 

(有)内水面隼研究所 
2004 年 

10 月 

七条 喜一郎 

（元助教授） 

・養殖用ホンモロコの種苗・卵・ホンモロコの 

 販売 

・オストリッチオイル（ダチョウ油脂）の製造 

 ・販売 

（有）アイ・シー・イー
2005 年 

5 月 

野田英明他 

（名誉教授） 

・土木、建築に関する技術開発及び研究成果の実

 用化並びに地域開発及び地域活性化に関する調

 査、研究業務 

・土木、建築に関する設計コンサルタント業務の

 指導、相談並びに講演会、講習会等の開催 

（㈱）クロモセンター 
2005 年 

6 月 

押村 光雄 

（教授） 

・染色体を主とした医学、生命工学及び遺伝子工学などによる

 研究開発 

・遺伝子機能解析、医薬品等の安全性、効果等の受託業務 

 クリーン・コム（L） 
2006 年 

1 月 

岡本 芳晴 

（教授） 

・金属イオン、光触媒、紫外線、健康食品に関す

 る製造販売。これらの事業に付帯する一切の事

 業 

（有）自然エネルギー研

究センター 

2006 年 

3 月 
林 農（教授）他

・オフショア風力発電のための洋上風況精査シス

 テムの研究開発 

・新エネルギービジョン策定、風力発電事業化の

 コンサルタント 

・小型風力発電・資源エネルギー利用機器などの

 研究開発 

 日本トリップ（L） 
2006 年 

7 月 

菅原 一孔他 

（教授） 

・徒歩移動を考慮した経路探索システムを利用し

 た、バス・鉄道の経路情報を提供するサービス

 事業 

          【注】（有）は特例有限会社（有限会社として設立されたが会社法改正により現在は株式会社） 

             （L）は有限責任事業組合（LLP） 

 

Ｑ４：今回、「大学発ベンチャーの認定に関する規則」制定に至った課題は何ですか？ 

 

Ａ４： 本学の７件の大学発ベンチャーは、大学関係者が「兼業」申請で認められたものに基づき、自

己申告で設立されています。しかし、①「鳥取大学」の名前の冠をつけた名称の大学発ベンチャー

承認手続きも確認されないまま使用されている、②冠をつけた起業が社会的な問題を起こした時の

責任の所在が不明である等の問題があります。 

   また、『起業前の支援』については一定の活動評価を得ていますが、『起業後の支援』が現状にお

いて、充分実施されているとは言えません。 

   そこで、それらの課題を解決するために、「大学発ベンチャーの

認定に関する規則」制定を行うことになった訳です。その詳細につ

いては、次回発行の「知財部門ニュース」で述べたいと思います。 
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９月の特許相談会 
 

※今月は鳥取地区で同時開催されます。相談をご希望の方は予約をお願いします。 

      
【鳥取地区１】 相談員：冨田憲史弁理士（医獣・バイオ関係他） 

 日 時：９月１０日（水）13：30 より 
 場 所：産学･地域連携推進機構２階 研修室 
  

【鳥取地区２】 相談員：滝本智之弁理士（電機・機械関係他） 
 日 時：９月１０日（水）13：30 より 
 場 所：産学･地域連携推進機構２階 会議室 

  
 10月の特許相談会(鳥取･米子地区各1回)予定 冨田弁理士10/10(金)、滝本弁理士10/16(木)
 11 月の特許相談会(鳥取地区２回)予定 冨田弁理士 11/12(水)、滝本弁理士 11/13(木) 
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                      今月は「鳥取大学附属フィールドサイエンスセン

ター大塚農場の梨(研究用)」です。学内販売では、
おいしい梨をありがとうございます。(Y.Y) 
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 産学のマッチングが５年目を迎える今年は、大学・研究室３２９が一堂に会するビッグイベントで

す。その内、鳥取大学では、新技術説明会に１件、『大学・ＴＬＯゾーン』の展示に２件の提供をしま

す。 

【発 表】 

①名   称：ヒト 10 番染色体上 RNA 遺伝子群の抗癌医療開発 

  ②説明代表者：医学部病態解析 三浦 典正准教授 

③発 表 日 時：平成 20 年 9 月 17 日(水)13:30～14:00 

④発 表 場 所：セミナールーム B 

⑤出 展 分 野：医療・健康 

⑥研究成果概要：ヒト 10 番染色体短腕に新規 RNA 遺伝子群を見出した。この大半が RNA 遺伝子であ

り、テロメレース逆転写酵素遺伝子 hTERT の上流で機能的に制御する。この遺伝子を含む RNA

遺伝子群の機能解析を進めると同時に、RNAi 法や強制発現法を通じて腫瘍の増殖を制御できる

ことから、当該遺伝子を抗癌分子として位置づけ創薬へ展開する。前臨床試験から臨床試験へ

ステップアップするために、担体（DDS）技術と製薬技術との融合が期待される生体分子であ

る。 

【展示１】 

①名   称：路線バスのための実用的な経路探索システム 

②説明代表者：工学研究科 情報エレクトロニクス専攻 菅原一孔教授 

③出 展 分 野：環境 

④研究成果概要：本システムでは、独自のアルゴリズムを開発し、経路探索問題を非常に高速にか

つ、人が求める解を得ている。従って、これまでのシステムとは異なり、出発地から目的地まで

の徒歩移動を含む経路探索が可能である。この間、異なるバス停間の乗換えを含む経路も提供で

きる。バス停や駅の所在地などが不明な場合にも対応可能である等の利点がある。 

【展示２】 

①名   称：中国５県での産学官連携戦略展開および知財活用の成果事例 

②説明代表者：産学・地域連携推進機構 知的財産管理運用部門 佐々木茂雄教授 

③出 展 分 野：知財本部 

④研究成果概要：鳥取大学は、全国で初めて「知的財産の創造等に関する基本条例」を施行した鳥

取県と緊密に連携して、知的財産の創造と活用を積極的に推進する体制を整備してきた。その具

体的な対応として、鳥取大学の保有する特許、岡山大学と共に採択された知的財産に関する中国

5県の連携を強化する「産学官連携戦略展開事業」の取り組み、県内企業と共同出願し商品化に

成功した事例を紹介する。 
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 紹介します！  シリーズ第 4回 －石橋頼幸－ 

 今年度は5月から知的財産管理運用部門に協力していただいている学外所属職員等をシリーズでご紹介して

います。第4回目の今月は、独立行政法人科学技術振興機構(ＪＳＴ) 技術移転促進部権利化支援課 特許化

支援事務所（中・四国）特許主任調査員で、平成18年4月から鳥取大学の「発明審査委員会知財専門アドバイ

ザー（電気・機械系）」として活躍中の石橋頼幸先生です。最初に、石橋先生が就任に至った背景についてご

説明しましょう。 

平成 16 年 4 月 1 日の国立大学法人化に伴い、本学に承継された国内特許出願件数が平成 17 年度末で 50 件

を達成する見込みとなる一方で、平成 19 年 4 月からの特許関連助成制度の見直しにより、大学における特許

経費の増大が予測される状況にありました。これを解決するには「特許性はもとより市場性、社会公共性の立

場から申請された発明を客観的に評価・目利きができる外部人材の活用（当該審査委員への登用）が必要であ

る」との結論に至り、ＪＳＴの特許化支援制度を活用したところです（佐々木部門長文責）。 

前置きが長くなりました。今回は、石橋頼幸氏に自己紹介していただいています。 

 

□経歴＜概略＞ 

生まれは､福岡県大川市です｡大川は､人口が約４万人の小さな街ですが､家具

の製造として全国に知られ､私の祖父､父ともに､家具の経営､製造に携わってお

りました｡ 

家具の全国展示会では､常に賞を獲得するほどの有能な職人が数多くいました

が､最近の通販等の影響を受け､家具屋も現在では､当時の十分の一まで減少して

おります｡ 

さて､私ですが､父の会社を継がず､機械工学の専門知識を学びたい気持ちで福岡を出ました｡大学院工

学研究科･修士課程で伝熱工学を専攻した後､株式会社東芝･総合研究所に入所いたしました｡総合研究所

では､光の回折及び収差理論を応用した｢光センシング技術｣の開発に従事しておりました｡研究所時代の

約二十年間､物理的な物の考え方について､上司や先輩達に鍛えられたことが､今日の私の糧になっており

ます｡ 

私見になりますが､発明を発掘し､特許に仕上げて行く過程においては､先ずは､発明の本質に係る技術

が何かを見抜くことが一番に大切であると考えます｡これは､請求項の上位概念の形成に役に立つからで

す｡ 

これからも鳥取大学殿の発明の権利化に貢献できるよう､自分の力を発揮してまいりますので､どうぞ

よろしくお願いいたします｡ 

 

□趣味 

  最近は観ていませんが､観劇等の舞台鑑賞です｡ 

 俳優さんが､その場の雰囲気を察知して台本にないアドリブを言っ

たり､台詞を忘れた時の臨機応変に進めていく状況を見るのは面白い

ものです｡そこには､その俳優さんの経験､オリジナリティが溢れてい

るからです｡ 

 
 石橋先生には、今年度初めてインターンシップ実習生に先行技術調査を指導していただきました。休憩も忘れ
るほど熱心に指導されたので、あまり雑談ができなかったですが、今度の懇親会の時には、舞台鑑賞の話など聞
いてみたいものです。石橋先生、自己紹介文をありがとうございました。今後ともよろしくお願い申し上げます。 

石橋頼幸氏 

インターンシップ実習。右が石橋先生 
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平成２０年度前期授業報告 

 

（１）外部講師が主題科目Ⅳ「技術と知的財産」の中で講義を開催 

 

一般学生を対象とした知的財産に関する平成２０年度前期講義が終了しました。 

この講義では、 

①研究や開発で培われた技術の裏づけとなる特許を主体とした知的財産を学ぶこと

を通じて、技術と市場の動向調査、特許係争や契約等を通じて、「技術」と「社会」

との融合や依存性、社会での影響の把握 

②専門分野に関連した特許等技術情報を検索することによりその分野での技術把握

力の向上 

③今後、企業に就職した場合に活用できる外国の特許文献を読むことによる技術単語

の習得や英文の読解力の向上や特許調査方法やアイデアのまとめ方や出願の仕方

等の実務能力の習得 

を目標に実施しました。その中で、 

ⅰ）特許技術情報に係わる重要性および具体的な検索方法、 

ⅱ）大企業における特許技術取得の実態 

について、それぞれの専門家による特別授業を行いました。 

 

＊特別授業Ⅰ：５月２７日 

講師：三菱電機株式会社コントロールソフトウエア（株） 

    伊丹事業所 所長 加我 敦 氏 

題名：「企業における実用化研究の実態と特許出願に伴う特許事務

管理」 

内容：①人類の歴史と技術及び発明 

 ②最先端を行く新幹線のインバータ制御システムと特許 

 ③企業における発明の機会 

等、開発に携わった経験に基づく技術のあり方および特許出願の実態について講義を実施。 

 

＊特別授業Ⅱ：６月１７日 

講師：鳥取県知的所有権センター 

  特許情報活用支援アドバイザー 村上 耕一 氏 

題名：「特許技術情報の調査方法」 

内容：①審査の流れと公報の種類 

   ②テキスト検索（共通課題４種類程度） 

   ③番号がわかっている場合の検索（休眠特許より３種類程度） 

    例：ショッピングカート、造水装置、ＡＮＡ手荷物等 

   ④特許分類の説明とＦタームの活用法（Ｆタームによる上記休眠特許を例に関連技術検索） 

等、身近な事例を多数盛り込んだ講義と選択したテーマの特情報検索[特許電子図書館（IPDL）

に接続]及び調査の実習を実施。 

村上氏の特別授業風景 

加我氏の特別授業風景 
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（２）平成２０年度前期の「知的財産ゼミ」が終了 

   

知的財産に精通した継続的人材養成を図るため、地域学部所属の大学院生および４年目の学生を

対象に知的財産ゼミを実施しています。 

(1)地域ブランドについて 

1)対象：大学院地域学研究科２年生 

2)修論テーマ（仮称）：山陰地域における地域環境等に基づく地域ブランド化の研究 

3)ゼミの実施内容：①地域団体商標制度から見る地域ブランドの実態の評価を客観的

に行うため、新規の評価指標を採用。 

②「温泉」を評価対象として、新規の評価指標についての妥当性

を検証。 

(2)知的財産の評価について 

1)対象：地域学部４年生 

2)卒論テーマ（仮称）：知的財産権の活用評価システムとライセンス契約締結を実現した特

許案件との相関性検証・評価 

3)ゼミの実施内容： 

①本学から出願した知的財産権の分野別分類。（その一例として「分野別出願件数の推移」

について下図に参照）。 

②知財評価プログラム（パテントアトラス）を用いた機械的な知的財産の評価方法と研究

者へのアンケートに基づく知的財産評価方法の検証比較。 
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Ｑ＆Ａ：「鳥取大学における大学発ベンチャーの認定に関する規則」の制定 

～NO.2 規則の内容紹介～ 
 

前回の「知的部門ニュース８月号」で、大学発ベンチャーについての国レベルの動向および本

学における取り組み概況を述べました。今回は、本学における「大学発ベンチャーの認定に関す

る規則」制定の詳細について述べます。 

 

Ｑ１：本学による大学発ベンチャーの認定に関する規則が制定されたとのことですが、その概要

（趣旨）はどのようなものですか？ 

   

Ａ１：今回制定された鳥取大学発ベンチャーに係わる規則の趣旨は、鳥取大学を冠として起業し

た大学発ベンチャーが社会的責任を明確にするとともに、販路開拓等の事業推進を図るため

に、本学が本学発ベンチャーに対して円滑でかつ適切な支援を行うべき内容を設けたことに

あります。具体的には、充分な支援が行われていなかった大学発ベンチャーの設立初期（起

業後）段階での支援強化を図ることを目的の１つにしています。 

 

Ｑ２：それでは「鳥取大学発ベンチャー」として認められるのはどのような形態ですか？  

 

Ａ２：「鳥取大学発ベンチャー」の定義は、次のいずれかに該当するものと規定されています。 

  即ち、以下の３通りのみが「鳥取大学発ベンチャー」となります。 

①大学等で達成された研究成果または習得した技術等に基づいて起業した場合 

  ②大学等の教職員や学生が所有する特許を基に起業した場合 

  ③大学の元教職員や元学生が退職、卒業または終了から３年以内に所有する特許を基に起業

した場合 

 

Ｑ３：認定の手続きは、どのように行うのですか？ 

 

Ａ３：認定手続き等に関する概略は以下の通りです。 

 【申請】 

認定を受けようとする者は、必要書類を添えて申請

書（右を参照）を学長宛に提出する。 

 

 【申請条件】 

  申請条件は以下の項目を満足すること。 

  ①本学発ベンチャーの定義に該当していること 

  ②公序良俗に反していないこと 

  ③本学に対する名誉毀損、誹謗中傷、業務妨害とい

ったおそれがないこと 
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【審査】 

  学長は、提出された申請書を、研究・社会貢献委員会において審査し、その審査結果を踏ま

え、学長が認定の可否を決定する。 

 

 【認定の通知】 

  学長は、認定の可否について後日文書にて通知する。 

 

 【認定の取消】 

  学長は、認定後、申請条件および事業内容等が不適当と判断

した場合は認定を取り消すことができる。 

   なお、認定を受けた本学ベンチャーは、「鳥取大学発ベンチ

ャー」の称号を使用できることになります。また、認定を受

けた本学ベンチャーは、年度毎に事業報告書および収支決算

書を学長に提出することが義務づけられています。 

 

 

 

Ｑ４：学長から認定を受けた大学発ベンチャーに対して支援を行う内容はどのようなものです

か？ 

 

Ａ４：学長から認定を受けた大学発ベンチャーの設立初期（起業後）段階での支援事業は以下の

内容となります。 

 

   なお、これらの支援期間は、起業後３年間を原則としますが、学長が必要と認めた場合は

１年単位として通算５年間まで延長できることになっています。ただし、延長の認定は、年

度毎の事業報告書等を参考に決定することになっています。 

 ①インキュベーション室の提供 

②インキュベーション施設の登記。 

③本学との共同研究における間接経費の免除 

④本学の研究設備等の利用 

⑤鳥取大学サテライトオフィスの利用 

⑥販路拡大等を目的とした企業等への紹介 

⑦広報支援 

 

Ｑ５．支援内容が色々あるようですが、先ずインキュベーション室の提供とはどのようなことを

支援してもらえるのですか？ 

 

Ａ５．インキュベーションとは、「孵卵・孵化＝新技術着想の模索」を意味します。即ち、大学発

ベンチャーに対して、新しい技術を創出するための事務室または研究室を大学内に確保し提

供することです。大学発ベンチャーがこのインキュベーション室の使用を希望する場合には、

その使用手順、インキュベーション室の料金、その他付帯設備の貸付け等が規定されていま
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すので、大学発ベンチャーの代表者はその内容を確認の上、産学・地域連携推進機構長宛に

申請書を提出します。そして、提出された申請書に基づき、機構運営委員会で審査を行い可

否が決定することになります。 

   また、インキュベーション施設の登記については、大学発ベンチャーとして認定され、イ

ンキュベーション室の使用が認められた場合に、インキュベーション室の登記を認めること

になります。 

 

Ｑ６．その他の支援内容についても簡単に触れてもらえませんか？ 

 

Ａ６．「間接費の免除」とは、大学発ベンチャーが本学と共同研究を実施する時は、間接経費を免

除することです。「本学の研究設備等の利用」については、資産管理責任者が、大学発ベンチ

ャーが研究設備等の利用を希望した場合、許可できることになっています。また、「鳥取大学

サテライトオフィスの利用」は、本学の教員と同様に無料で利用することが可能となります。

さらに、「販路拡大等を目的とした企業等への紹介」は、大学発ベンチャーが販路拡大等を目

的として企業等の紹介を希望した場合に機構のコーディネータに依頼することができ、「広報

支援」では、大学発ベンチャーの宣伝のため、大学が大学主催による各種イベント等におい

て積極的に紹介するようにします。 

 

Ｑ７．今回の大学発ベンチャー支援に係わる総合窓口はどこですか？ 

 

Ａ７．本学の総合窓口として、私どもの知的財産管理運用部門が担当します。 

  ベンチャーに係わる相談がありましたら、下記にご連絡下さい。 

 【担当部署】 

 産学・地域連携推進機構 知的財産管理運用部門 

 【連絡先】 

   電話：0857-31-6000、 Mail：chiteki@adm.tottori-u.ac.jp 

 

Ｑ８．この支援事業を見て、新たにベンチャーを立ち上げたいと思った場合の大学内での支援は、

何処へ相談すれば良いでしょうか？その手続きはどうしたら良いのでしょうか？  

 

Ａ８．起業前の大学発ベンチャーに対する色々な相談事、例えばベンチャー設立一般、事業計画、

会社設立手続きや会社運営、起業に必要な補助金制度の紹介、知的財産権に関する支援等の

支援については、従前通り、知的財産管理運用部門で行っておりますので、先の連絡先に電

話もしくはメールで相談したい内容を連絡していただければ、ご相談に応じます。 

   また、相談する前に、大学発ベンチャー設立についての一般な注意事項等を知りたい場合

もご連絡下さい。大学発ベンチャーの動向、ベンチャー設立に伴う事業形態、会社設立の手

続き、ＬＬＰ・特定有限会社の内容等を当部門でまとめた「大学発ベンチャー設立マニュア

ル」を差し上げます。 

 

 

知的財産 
管理運用部門 
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１０月の特許相談会 
 

※今月は鳥取地区と米子地区で開催されます。相談をご希望の方は予約をお願いします。 

      
【米子地区】 相談員：冨田憲史弁理士（医獣・バイオ関係他） 

日 時：１０月１０日（金）13：30 より 
場 所：生命科学科棟 1Ｆ COE 拠点リーダー室 
  

【鳥取地区】 相談員：滝本智之弁理士（電機・機械関係他） 
日 時：１０月１６日（木）13：30 より 
場 所：産学･地域連携推進機構２階 会議室 

  
 11 月の特許相談会(鳥取地区２回)予定 冨田弁理士 11/12(水)、滝本弁理士 11/13(木) 
 12月の特許相談会(鳥取･米子地区各1回)予定 冨田弁理士12/10(水)、滝本弁理士12/12(金)

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

産学・地域連携推進機構 

知財部門ニュース 

2008 年 10 月 1 日 

（１9 号）【通番 48 号】 
発行 :鳥取大学       

     産学･地域連携推進機構

 

編集：知的財産管理運用部門 

 TEL/0857-31-6000(内 2765) 

特許と技術契約のことは 
知的財産管理運用部門へ 

 
特許に関する相談は、随時受け付けています。 
希望される場合は事前に連絡をお願いします。 
 
相談員：佐々木茂雄 知的財産管理運用部門長 
    清水克彦 産官学連携ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ（プロジェクト研究員） 
    山岸大輔 NEDO ﾌｪﾛｰ（コーディネーター） 
場 所：産学・地域連携推進機構２F 知的財産管理運用部門 
電 話：０８５７－３１－６０００(直通)（内線２７６５） 
ＦＡＸ：０８５７－３１－５４７４(専用) 
メールアドレス： 
  知財部門メーリングリスト／chiteki@adm.tottori-u.ac.jp 
産学・地域連携推進機構 HP： 
   URL／http://www.cjrd.tottori-u.ac.jp/  

今月は「ヒガンバナ（彼岸花）」で
す。工学部大学院棟正面玄関から
産学・地域連携推進機構棟を見上
げた時、あじさいの葉に挟まれて
咲いているのを見つけました。
(Y.Y) 
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 紹介します！  シリーズ第５回 －清水克彦－ 

 今年度は 5 月から知的財産管理運用部門に協力していただいている学外所属職員等をシリーズでご紹介
しています。第 5回目の今月は、文部科学省の「産学官連携戦略展開事業（戦略展開プログラム）」で６月
に採択された『中国地域産官学連携コンソーシアム構想事業』のために、産学官連携プロジューサーとし
て９月に着任されたばかりの清水克彦氏です。 
 

着任に際しての抱負 

 

 9月1日付けで知的財産管理運用部門にプロジェクト研究員として着任

いたしました。大学以来、分子生物学・生化学分野の基礎研究に従事し

て参りました。３年前に研究成果を活用したバイオベンチャーの設立に

関わり、その後このベンチャー企業で研究開発、研究企画、事業開発と

いった業務を遂行してきました。基礎研究の成果を技術移転して事業化

するためには、その知的財産を十分理解し、魅力ある事業を企画立案す

ることが重要ですが、ライフサイエンス分野ではそのような役割を果た

す人材がまだまだ不足していると感じてきました。自らの経験と知識を

活かしてこのような役割を果たそうと考えていたところ、本学でのご縁

と巡り会いました。 

 本学では岡山大学とともに「中国地域産学官連携コンソーシアム構想事業」を実施するということで、

この新しい取り組みの中で活躍することができることに非常に魅力を感じました。本事業を足がかりとし

て、本学における研究成果の社会還元に長く深く貢献していく所存です。 

部門の一員として知的財産の創出支援、知的財産管理、技術移転、事業化促進等、知財部門の業務全般

に積極的に取り組み、その結果、知的財産の創出が新たな研究活動の開始につながる「知的創造サイクル」

を本学においてさらに発展させていきたいと考えています。特に専門分野であるライフサイエンス分野に

おける活動に力を注ぐ所存です。知的財産や産学官連携に関連する業務はこれからの大学の発展の鍵を握

っています。本学における「知的創造サイクル」を継続的に発展させるため、人材育成も大きなテーマの

ひとつだと認識しています。 

「中国地域産学官連携コンソーシアム構想事業」において「産学官連携プロデューサー」という役割を

いただいております。「産学官連携プロデューサー」として中国地域全体の産学官連携を形成するための

ネットワークを設立し、連携の形成に有効なツールを導入して、連携活動を強化します。この活動を通し

て、本学の知的財産を中国地域全体で活用するチャンスを拡げていきます。また、「中国地域産学官連携

コンソーシアム」を持続的に発展させ、本学の知的財産を有効に活用するためにもやはり優秀な人材の育

成が不可欠です。 

鳥取は初めての土地ですが、海、山、砂丘といった自然に抱かれ、おいしい食と水に恵まれ、豊かな温

泉が湧く当地での新しい生活を新しい仕事ともに楽しみにしています。まだまだ勉強することも多いかと

は存じますが、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

「抱負」文章のとおり、清水氏はプロジェクト研究員として知的財産管理
運用部門に配属されているので、前回までに紹介した他機関に所属されて
いる方々とは少し異なりますが、ここで紹介させていただきました。清水
さん、投稿をありがとうございました。こちらこそ、知的財産管理運用部
門一同よろしくお願い致します。 
（挿絵は清水氏の趣味の山登りです）

清水克彦氏
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 県内の研究者・技術者の研究成果を広く地域に紹介する

「産官学フェスティバル２００８」（右のポスター参照）

が開催され、知的財産管理運用部門からも多くの研究シー

ズを紹介します。 

 日時 平成２０年１０月１７日（金）午後１時～７時 

 場所 とりぎん文化会館 第２会議室 

     知的財産活用・産学共同研究成果等展示 

 

 知的財産活用・産学共同研究成果等展示関係では、下表

の１５シーズを発表します。 

＊シーズ番号１～１２は、特許出願済の案件で、これから

事業化を目指します。シーズ（研究）発表（ポスター発

表：午後４～５時）では、研究発表者がポスターの前に

立ち、直接ご説明する予定（黄色のシーズのみ）です。 

＊シーズ番号１３～１５は、事業化に成功した案件です。

事業化されたサンプルを展示します。 

 
シーズ
番号 

所属 
発明者（代表）・ 
役職/連携機関(*) 

技術の名称 

1 
産学・地域連携推

進機構 

和田 肇・ 

産官学 CD
金属板の簡単な高温特性測定 

2 医学部 土井 理恵子・講師 粘液貯留時のろう孔を形成する装置 

3 工学部 奥村 和・助教 自動車の始動時に発生する排気ガスの浄化システムを開発 

4 医学部附属病院 中島 健二・教授 
導入蛋白質の同定が容易な筋萎縮性側索硬化症トランスジェニ

ックマウスモデル 

5 工学部 大北 正昭・教授 
学習機能をもつ自律移動ロボット 

（車椅子型半自動ロボットに適応した場合） 

6 大学院工学研究科 小幡 文雄・教授 工作機械 

7 医学部 三浦 典正・准教授 多様な抗ガン作用を有する新規アルカロイド様抗腫瘍薬の開発

8 

農学部生物資源環

境学科・附属菌類

きのこ遺伝資源研

究センター 

會見 忠則・教授 迅速なきのこのＤＮＡ鑑定（毒きのこ中毒の診断法） 

9 医学系研究科 飯塚 舜介・准教授 
タンパク質の立体構造決定とインタラクトーム解析（タンパク

質の構造解析と相互作用解析を一挙に） 

10 農学部 富田 因則・准教授 イネの倒伏防止に役立つ短稈遺伝子のＤＮＡ診断 

11 工学部 大北 正昭・教授 油入変圧器の劣化診断方法 

12 工学部 大北 正昭・教授 高機能超音波センサシステムによる高信頼駐車支援技術 

13 農学部 
實方 剛・准教授 

＊㈱ビーエル 

金粒子標識 IgM モノクローナル抗体を用いたウイルスの迅速診

断法 

14 農学部 

岡本 芳晴・教授 

＊クリーン・コム有

限責任事業組合 

水中において徐々に抗菌成分である「銀」・「二酸化チタン」等

を放散するセラミックの開発 

15 農学部 
岡本 芳晴・教授 

＊㈱ＨＡＭＡＮＯＨ

ニンニク、ニラ、唐辛子等の植物を長期熟成することにより無

味・無臭・無刺激の心と体を健康にする飲料水（以下『体元水』）

を実験的に肉体疲労、精神疲労を緩和させる効果を科学的に確

認した 

産官学連携フェスティバル２００８ 
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 国内最大規模の産学マッチングの場である「イノ

ベーション・ジャパン２００８・大学見本市」が、

９月１６日（火）から１８日（木）まで東京国際フ

ォーラム（東京・有楽町）で開催されました。 

 産学のマッチングが５年目を迎える今年は、大

学・研究室３２９が一堂に会するビッグイベント

になりました。 

 鳥取大学では、新技術説明会に１件、『大学・ＴＬＯゾーン』の展示に２件の提供をしました。 

出展した内容については、当ニュース 18 号（通番 48 号、９月発行）をご覧下さい。 
 
【イノベーション・ジャパン 2008‐大学見本市 来場者数報告（単位：人）】 

 9 月 16 日(火） 9 月 17 日(水） 9 月 18 日(木） 3 日間合計 

展示会来場者数 10,106 11,673 11,066 32,845 

新技術説明会受講者数 2,069 2,292 2,635 6,996 

基調講演ほか 

セミナー受講者数 
2,298 1,679 1,384 5,361 

プレス来場者数 63 43 37 143 

来場者総計 14,536 15,687 15,122 45,345 

 
 

【発 表】 

①名   称：ヒト 10 番染色体上 RNA 遺伝子群の抗癌医療開発 

  ②説明代表者：医学部病態解析 三浦 典正准教授 

 

本件の説明は大変興味ある内容でした。その後の個別相談では三浦准教授と現在共同研究を実施し

ている大手医療メーカーからの打ち合わせが行われました。また、後日にも別の大手医療メーカー

から三浦准教授を紹介するよう要請を受けました。今後の新規共同研究締結への期待も広がります。 
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【展示１】 

①名 称：路線バスのための実用的な経路探索システム 

②説明代表者：工学研究科情報エレクトロニクス専攻 菅原一孔教授 

 

鳥取県全県をカバーし、2年間の運用実績を持ち、鉄道の経路探索と異なり、出発地から目的地まで人が

歩く行程を含む「人に優しい路線バスのための実用的な経路探索システム」として、200名強の来訪者に説明しま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【展示２】 

①名   称：中国５県での産学官連携戦略展開および知財活用の成果事例 

②説明代表者：産学・地域連携推進機構 知的財産管理運用部門 佐々木茂雄教授 

 
知財本部エリアに、今年初めて知財部門として展示発表を行い、鳥取大学の知財、成功事例を含

めた成果を紹介しました。連日約１００名近くの大学関係者をはじめ、企業担当者が鳥取大学知

財ブースを訪れました。今回鳥取大学と県内企業のＨＡＭＡＮＯＨ㈱が共同開発した健康飲料水

『体元水』の試飲は好評で、無味無臭技術に関しては、高い評価を受けました。また「中国地区

産学官連携コンソーシアム事業」についての説明は、特に他の地域の大学関係者から質問も多く、

注目されていることが示されました。 
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Ｑ＆Ａ「知的財産権の秘密漏えい防止」 
 

本学が岡山大学と連携して申請した『中国地域産学官連携コンンソーシアム構想事業』が、文部科学省の

「産学官連携戦略展開事業（戦略展開プログラム）」に採択されたことは、本紙「７月号」でお伝えしまし

た。現在、その具体的な推進を鋭意検討中ですが、大学間同士の連携や大学等と地方公共団体等との連携に

よる知的財産権の活用を積極的に展開していく一方で、大学における知的財産に係わる秘密漏えいも確実に

防止して行くことが求められます。 

今回は、この知的財産権の秘密漏えい防止のあり方について述べて行きたいと思います。 

 

Ｑ１．本学が『中国地域産学官連携コンンソーシアム構想事業』による知的財産権を通じて、今後、

産学官連携や地域連携を推進していくためには、大学における知的財産権等の流出防止策を行わ

なければならないとのことですが、その基本的な考え方はどこから来ているのですか？ 

 

Ａ１．先ず、本学における知的財産権等の流出は「鳥取大学リスク管理に関する規則」（規則第 116 号）

の別表（第３条関係）に記載の「信用失墜リスク＊１」であるとともに、「賠償責任リスク＊２」と

しても位置づけられます。即ち、知的財産権等の流出防止は、地域社会からの信用失墜や法律上

の賠償責任を回避することを意味します。 

また、国レベルにおいては、経済産業省の『大学における営業秘密管理指針作成のためのガイ

ドライン案（概要）』を基本として考えるべきかと思います。即ち、大学が営業秘密管理を実施し

なければならない背景としては、「本来、刑事罰の対象になるのは不正競争防止法に定める違法行

為を行った個人であるけれども、大学における不適切な情報管理の実態が明らかになることは、

産官学連携活動をはじめ、当該大学の社会的評価にも大きな影響を与えるため、大学としての組

織的な対応を図らなければならない」ことが根本にあります。 

   別表（第３条関係）抜粋 

   ＊１：入試ミス、情報漏えい、医療事故、内部不正等により社会的信用を失墜するリスク 

   ＊２：他人の権利を違法に侵害し、これにより損害を発生させた結果、法律上の賠償責任を負うリスクで、 

      業務起因賠償、施設起因賠償、知的財産権侵害、ハラスメント等の雇用関連リスク等 

 

Ｑ２．なるほど。それでは営業秘密管理のあり方はどのようなことが考えられますか？ 

 

Ａ２．経済産業省のガイドラインの中で、営業秘密管理の望ましい形態として、①物理的管理、②技

術的管理、③人的管理の３形態を挙げています。それぞれの管理内容は以下のとおりです。 

 形  態 内      容 

① 物理的管理 ⅰ)秘密情報を秘密性のレベルによって区分すること 

ⅱ)営業秘密へのアクセス権者を限定すること 

ⅲ)営業秘密を記録した媒体の保管、持ち出しの制限・破棄の措置を講ずること 

ⅳ)記録媒体の保管設備を管理すること 

② 技術的管理 ⅰ)営業秘密の管理方法やそのルールをマニュアル化・システム化すること 

ⅱ)ファイルの閲覧限定やアクセス記録のモニタリング等のアクセス・管理者の限定を図

ること 

ⅲ)外部ネットワークからの進入を防御するシステムを考えること 

ⅳ)コンピュータ機器類の記録消去等のデータ消去・廃棄を徹底すること 

③ 人的管理 ⅰ)営業秘密を開示する側と開示される側の双方が納得できる方法で開示される側が負

う責任内容について共同認識を持ち協力して管理すること 

ⅱ)営業秘密取り扱いにおけるルール等については日常的に教育・研修を実施すること 
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Ｑ３．それでは、大学が営業秘密管理を実施しなければならない事項は

どのようなものがあると考えられますか？ 

 

Ａ３．大学として営業秘密として管理しなければならない事項は、次の２項目に大別されます。 

 

Ｑ４．難しい内容ですね。Ａ３の(1)大学独自で創出した情報の営業秘密管理および(2)企業等外部組

織から入手した情報の取扱いについて、もう少し詳しく教えて下さい。 

 

Ａ４．では、(1)(2)の基本的な考え方と具体的な対応を表にまとめましたので、ご覧下さい。 

 

 

 項 目 管理する事項 

(1) 大学独自で創

出した情報 

大学や研究者が主体的な判断による知的財産権等の秘密情報を適切に判断して管理

すること 

(2) 企業等外部組

織から入手し

た情報 

企業との共同研究や企業からの受託研究を実施する場合、契約により大学には機密

保持義務が発生する。このとき、大学側の落ち度で秘密が漏れ、企業へ損害を与え

たことにより、企業から守秘義務違反として契約上の損害賠償責任を負わされるこ

とや訴訟されないように適切に管理すること。 

 管理する基本的な考え方 具体的な対応 

(1) 
大
学
独
自
で
創
出
し
た
情
報 

 

ⅰ)その研究員の成果は大

学の成果として公表する 

 

ⅱ)秘密保持内容を明確に

する 

 

ⅲ)過度の秘密保持を実施

して大学としての機能を損

なうことを防止する 

 

①学内情報の中で、秘密保持として管理する必要のない項目と秘密保

持として管理する必要があるものに分類して管理する必要がある。事

例として教員の転出に対する取扱については、優秀な教員(研究者)

の流出を禁止することは困難なので、機密情報の流出を防止するため

の対応策として、教員には事前に「秘密保持契約」を締結することが

望ましい。 
 

②営業秘密を扱う部門はアクセス制限とその管理に努力する（知財部

門もこの範疇に入る）。 
 

③教職員に対して適切な管理方法を周知する。別途相談窓口を設置す

ることが望ましい。 

(2) 
企
業
等
外
部
組
織
か
ら
入
手
し
た
情
報 

ⅰ)双方の何を秘密保持に

するかを検討・合意の上、

秘密保持契約あるいは共同

研究契約を締結して運用す

る 

 

＜補足＞ 

ⅰ)は、共同研究（大学と企

業等）あるいは研究開発（大

学と県行政機関や公設試験

所等）を実施し、二機関以

上で創出した知的財産権等

の秘密情報を管理する場合 

の考え方 

 

①大学が企業から情報混入（コンタミネーション＝企業と秘密契約締

結以外からの部署から同様な特許が出願される場合等の発生）疑いを

掛けられないようにするための対策を取る。 
 

②学生が参加する共同研究や受託研究に対応して、学生を参加させる

是非、参加する方法、開示する情報のレベル等を事前に大学と企業間

で協議する。その結果、学生への守秘義務契約が学生にとって過度の

負担にならないように配慮するとともに、参加する学生にも充分理解

を得るようにする。その上で、学生との秘密保持契約を締結する。 
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Ｑ５．ちょっと観点は違いますが、今問題になっている模倣製品や原産地を偽った表示内容の商品等、

所謂「不正競争」に係わる事件が多く発生しています。この不正防止法上の営業秘密の保護は

どうなっていますか？ 

 

Ａ５．不正防止法上の営業秘密の要件として下記の３要件が挙げられます。即ち、 

ⅰ)秘密管理性[秘密として管理されていること] 

ⅱ)有用性[有用な情報であること] 

ⅲ)非公知性[公然と知られていないこと]    

  です。具体的にいえば、ⅱ)有用性とは、情報自体が客観的に

事業活動に利用されたり、また、利用することによって（例

えば大学経営における経費削減や経営の効率化等に）役立つ

ものであることが挙げられます。 

 

Ｑ６．もし、このような秘密情報を保有者以外が不正に入手した場合には、どのような罰則規定が考

えられますか？言い換えれば、営業秘密に係る民事的保護と刑事的保護はどのようになっていま

すか？ 

 

Ａ６．「不正競争行為」に対する民事的保護としては、その他の知的財産権と同様に、 

ⅰ)差し止め請求 

ⅱ)損害賠償請求 

ⅲ)信用回復措置請求 

  があります。また、刑事的保護としては、以下の内容になります。 

①営業秘密における不正な取得・使用・開示行為で、特に悪質な行為が刑事罰の対象となります。

また、国外犯も刑事罰の対象となります。 

②法人の従業員等が不正な罪を犯した場合、従業員本人が罰せられる他に、法人に対しては３億

以下の罰金刑が科せられます。 

 

Ｑ７．不正競争行為には、大きな罰則があることは判りました。ところで、本学における知的財産を

管理する立場から、知的財産管理運用部門として日頃から心懸けている秘密漏えい防止策があり

ましたら教えて下さい。 

 

Ａ７．知的財産管理運用部門では、本学の教員（研究者）が発明した事件の履歴を管理する知的財産

専用サーバの設置、特許事務所との明細書原稿のパスワ－ド化等、セキュリティ対策を実施すると

ともに、知財担当の教職員が不在の時に知的財産機密書類棚や居室の施錠等を行う等、知的財産事

務管理業務に伴う秘密漏えい防止に努めています。 
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１１月の特許相談会 
※今月は鳥取地区で２回開催されます。相談をご希望の方は予約をお願いします。 

      

     【鳥取地区①】相談員：冨田憲史弁理士（医獣・バイオ関係他） 

日 時：１１月１２日（水）13：30 より 
場 所：産学･地域連携推進機構２階 会議室 
  

【鳥取地区②】相談員：滝本智之弁理士（電機・機械関係他） 
日 時：１１月１４日（金）13：30 より 
          （前号でお知らせした予定を変更しています） 
場 所：産学･地域連携推進機構２階 会議室 

  
 12 月の特許相談会(鳥取･米子地区各 1回)予定 

             冨田弁理士 12/10(水)、滝本弁理士 12/12(金) 
 1 月以降の特許相談会 毎月中旬を予定 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

産学・地域連携推進機構 

知財部門ニュース 

目    次 
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2008 年 11 月 1 日 

（20 号）【通番 49 号】 
発行 :鳥取大学       

     産学･地域連携推進機構

 

編集：知的財産管理運用部門 

 TEL/0857-31-6000(内 2765) 

特許と技術契約のことは 
知的財産管理運用部門へ 

 
特許に関する相談は、随時受け付けています。 
希望される場合は事前に連絡をお願いします。 
 
 

相談員：佐々木茂雄 知的財産管理運用部門長 
    清水克彦 産官学連携ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ（プロジェクト研究員） 
    山岸大輔 NEDO ﾌｪﾛｰ（コーディネーター） 
場 所：産学・地域連携推進機構２F 知的財産管理運用部門 
電 話：０８５７－３１－６０００(直通)（内線２７６５） 
ＦＡＸ：０８５７－３１－５４７４(専用) 
メールアドレス： 
 知財部門メーリングリスト／chiteki@adm.tottori-u.ac.jp 
産学・地域連携推進機構 HP： 
  URL／http://www.cjrd.tottori-u.ac.jp/  

何の写真か、わかりますか？  
今月は「アケビ」です。まだ割れていないとき
（左の写真）に見つけ、割れた実の写真を期待
しましたが、次に見たときには最後の１個にな
っていました。残念!!  
旧 VBL 棟「液化窒素貯蔵・供給装置」横、桜木
の間に入り撮影(Y.Y) 
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 県内の研究者・技術者の研究成果を広く地域に紹介する「産官学連携フェスティバル 2008」が

10 月 17 日（金）に、とりぎん文化会館（鳥取県民文化会館）で開催されました。 

 

 知的財産活用・産学共同研究成果等展示関係では、当部

門が選考した特許出願済案件で事業化を目指す12シーズと、

事業化に成功した 3 シーズの計 15 シーズを発表しました。

発表シーズの詳細は、知財部門ニュース 10 月号（19 号、通

番 48 号）をご覧ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

産官学連携フェスティバル２００８ 

事業化された商品を試飲 
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知的財産インターンシップ実習の報告!! 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 平成 20 年度インターンシップ事業の実習生は本学学生の 3 名（工学部 1 年生が 2

名．工学部 2年生が 1名）でした。実習内容は知財部門ニュース 8月号（17 号、通番

46 号）をご覧ください。 

 

【事前演習】 

実 習 日：平成 20 年 8 月 1日（金） 

内   容：知財の基礎・特許情報調査のあり方 

      ・発明のポイント 

対応責任者：佐々木知的財産管理運用部門長  

場   所：鳥取大学 産学・地域連携推進機構 会議室  

 

【実習（１）】 

期   間：平成 20 年 8 月 4日（月）から 9月 10 日（金） 

      の 4 日間 

場   所：鳥取大学 工学部大学院棟 JP－NET 室 

対応責任者：佐々木知的財産管理運用部門長 

      滝本智之 弁理士（滝本特許事務所、客員教授） 

      石橋頼幸 特許主任調査員 

             （JST 特許化支援事務所（中・四国）、知財専門アドバイザー） 

実 習 内 容：インターンシップ実習生が個々に考案した発明アイデアをまとめ、平成 20 年度

パテントコンテスト（文部科学省他主催）に応募する目標を定めた。 

実際に応募書類を作成し、特許情報検索（自分のアイデアと類似又は同様な案

件を調査）して得た特許公開公報を添付し提出した。 

①応募数：2件 

②応募書類の提出日：9月 19 日（締切：9月 19 日消印有効） 

            （審査・選考結果：11 月予定） 

 

【実習（２）】 

期   間：平成 20 年 9 月 24 日(水) から 9月 26 日(金)の 3日間 

場   所：青山特許事務所（大阪市） 

対応責任者：冨田憲史弁理士（青山特許事務所、客員教授）、 

      引率者（佐々木部門長、山岸 NEDO ﾌｪﾛｰ） 

実 習 内 容：学生各々に弁理士が指導する徹底したマンツーマン方式のＯＪＴ教育を実施 

      した。発明の把握・請求範囲の作成ポイントや特許明細書（翻訳文）作成等の 

      演習の終了後、実習生は演習報告と感想を発表し、各担当弁理士も演習指導や 

      感想等を発表した。 

 

 

インターンシップ実習風景 
左から滝本弁理士、実習生３人、
石橋特許主任調査員 
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 紹介します！  シリーズ第６回 －三宅哲雄－ 

 今年度は5月から知的財産管理運用部門に協力していただいている学外所属職員等をシリーズでご紹介して

います。第6回目の今月は、独立行政法人科学技術振興機構(ＪＳＴ) 技術移転促進部権利化支援課 特許化

支援事務所（中・四国）特許主任調査員で、平成19年4月から鳥取大学の「発明審査委員会知財専門アドバイ

ザー（医薬・バイオ系）」として活躍中の三宅哲雄先生（広島市出身）です。9月に紹介した石橋先生と同じく

ＪＳＴの特許化支援制度を活用しての支援です。 

 
 
＜経歴＞ 

1979 年に阪大薬学部で学位を取得したのち湧永製薬へ入社し、直ちに米国 City  

of Hope 研究所の板倉啓一博士の下へ 1年半ばかり留学しました。留学中は遺伝子

の化学合成と遺伝子組換えに係る研究に従事し、帰国後、大腸菌による有用蛋白

の生産研究に着手しました。1980 年代はバイオ研究の創成期であったために全て

が手探り状態であり、それだけに面白い研究に携わることができましたが、同時

に研究の成果を事業化に結びつけることの困難さを思い知らされました。続いて

研究企画開発の他、何故か鶏の原種である赤色野鶏を求めて中国は雲南省の奥地

にまで出かける、などの得難い体験もしました。 

1997 年より地域結集型共同研究事業、2002 年より知的クラスター創成事業へ科学技術コーディネータ

として参加する機会を得ました。ここでは研究課題を評価する側にも、評価される側にも立ちましたが、

その時の感想です。実は、他人の研究課題や成果に難癖を付けてもっともらしい批判的評価をすることほ

ど簡単なことはありません。なぜなら「完璧」ということはありえないのですから。それに対して評価さ

れる場合、「所管省庁によって選任された偉～～～い評価委員の先生方、本当に我々の報告書を理解して

読んでくれているのかしら？」と何度思ったことでしょうか。 

2007 年に JST の特許主任調査員に採用されたのを機に湧永製薬を退職しました。縁あって鳥取大学の

発明案件に関する先行技術調査をさせていただくことになりましたが、これまでの経験を活かして皆様方

のお役に立てるよう努力する所存ですので、よろしくお願いいたします。 

 
＜趣味＞ 

現在お休み中のものもありますが、日曜大工、木工ろくろ、釣り、家

庭菜園、燻製、読書、ドライブ、etc。まさに「下手の横好き」ではあ

りますが、いつの日か海の見える丘の上に自分でログハウスを建て、ろ

くろで作った木のお皿に家庭菜園で採れた野菜のサラダと釣った魚の

燻製と自家製ハムやソーセージを盛り、手製のロッキングチェアに身を

まかせながらワイングラスを片手にのんびりと本を読むことが私の夢

です。 

問題は資金ですが、これに関しては宝くじに挑戦しておりまして、毎回

着実に 300 円ずつゲットしていますので、そのうち次のステップに移れる

ものと考えています。ログハウス完成の暁には鳥大関係者の方々限定で開

放したいと思いますので、乞う御期待！ 

 
 多趣味の三宅先生の夢が実現する時には、是非喜びを共有させていただき

たいものです。自己紹介文・写真と解説文をありがとうございました。 

 ワンちゃんの顔がはっきり見えないのは残念ですが、名前は「さくら」、 

ラドール・レトリバーのメスで、今年の 12 月で 5歳だそうです。 

 三宅先生、今後ともよろしくお願い申し上げます。 

三宅哲雄氏 
本人曰く 
「もっといい顔のはず

なのですが･･･」 

犬小屋： 
将来大きくなることを見越して作

った大きめの犬小屋。壁は頑張っ

たのですが、屋根葺きで力尽きた

ため屋根はベニヤ張りです。 

 
盛り付け皿： 
二段重ねのオードブル用盛り付け皿。

各段は自由に回転します。肉厚になっ

ているところに「素人の味」が表れて

います。 
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Ｑ＆Ａ「スーパー早期審査の試行開始」 

 

Ｑ１：最近、特許庁が「現行の早期審査制度」よりも更に早期に審査を実施する『スーパー早期審査

制度』を創設したと聞きました。先ず、そもそも「現行の早期審査制度」とはどのようなものか？ 

今、その状況がどのようになっているのか？ 教えてください。  

 

Ａ１：「現行の早期審査制度」は、通常の審査制度における長い審査期間を解消するため、他の出願に

比べて優先的に審査を実施する制度＊として、今から約 20年以上前の 1986 年に創設されました。

この制度を利用できる対象は、次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ＊この制度は法令上の制度ではなく、特許庁の運用によって実施されている制度である。 

 

「現行の早期審査制度」の申請件数の推移は、上記③の国際出願案件をこの制度に追加した 1996

年を機に増え始め、2000 年における上記①④の対象拡大で、さらに増加をたどり、2007 年には

8,549 件となっています。現在、この申請件数は全審査件数（30 万件強）の約 3％にあたります。 

このように早期審査が利用されるのは、通常の審査期間の約 27 ヶ月に比べ、実際に審査結果が得

られるまでの期間が 2～3ヶ月であり、格段に短い期間で結論が出るメリットがあることが大きな

要因となっています。 

 

Ｑ２：鳥取大学においてもこの「現行の早期審査制度」を利用することはあるのですか？ 

 

Ａ２：利用しています。特に、全世界的な産業分野に適用できる可能性が高い研究成果や競争の激

化している技術分野で、早期の出願・権利化が必要と判断する案件を主体にこの早期審査制度

を活用しています。 

 

Ｑ３：それでは、なぜ国（特許庁）は「現行の早期審査制度」よりも早い審査結果が出ると思われる

『スーパー早期審査制度』の導入を図ろうとするのですか？ 

 

Ａ３：この『スーパー早期審査制度』の導入については、2007 年 12 月に特許庁の中に設置された「イ

ノベーションと知的政策に関する研究会」で論議されている知的財産制度を巡る様々な課題を論

議する過程で創出されました。即ち、イノベーション促進に向けた新知的財産政策の将来像の一

つとして、出願人の多様なニーズに応えるために「現行の早期審査制度」の拡充・審査体制の整

備を図る観点から論議された結果であると位置づけられます。 

現行の早期審査制度の利用対象：少なくとも次の一つの条件を満たすものであること 

①出願人が中小企業又は個人であるもの 

②出願人又はそれらの実施許諾を受けた者が、その発明を実施しているもの 

（事業として実施を予定しているもの） 

③日本特許庁以外の特許庁又は政府間機関へも出願している特許出願、又は国際出願し

ている特許出願であるもの 

④出願人が大学、短期大学、高等専門学校、公的研究機関、承認もしくは認定を受けた

技術認定機関（ＴＬＯ）であるもの 
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特許庁（イノベーションと知的政策に関する研究会）が『スーパー早期審査制度』の導入を図ろ

うとする背景とその趣旨をピックアップすると以下のとおりです。 

①権利化のタイミングに対する出願人のニーズは様々であり、早期の実用化を目指す発明やラ

イフサイクルが短い発明等に早期の審査結果を出す必要性が高くなっていること。 

②他方、事業化までに長い期間を有する発明や国際標準策定に関与する発明等、早期審査請求

の必要性がない案件も少なくないこと。 

③上記①②のような２極分化の状況下においては、一律的な方法ではなく、出願人のニーズに

合わせた上で、特許審査の迅速化を図ることが必要であること。 

④将来的には、出願人の要望にある柔軟性のある審査体制構築に向けた検討を継続的に実施す

る必要があること。 

⑤したがって、メリハリのある特許審査の迅速化を推進するために、「現行の早期審査制度」よ

りも早い『スーパー早期審査制度』を創設し、その制度の試行開始を実施することで、本制

度における課題を抽出すること。 

 

Ｑ４：なるほど。それでは「メリハリのある特許審査の迅速化＝出願人の多様なニーズに応じた審査

体制の構築」の提言内容について、もう少し詳しく教えてください。 

 

Ａ４：今、特許庁が策定している「出願人の多様なニーズに応じた審査体制の構築」の提言内容は、

《ＳＴＥＰ１》から《ＳＴＥＰ３》の３段階で実施することが考えられています。その概要は以下

のとおりです。 

この提言構想は、《ＳＴＥＰ１》での試行結果を踏まえた後、当該委員会での検討結果や制度導入

に当たってのパブリックコメント等の意見を取り入れることにより、提言内容については相当変更

されることが予想されます。その意味では、『スーパー早期審査』の制度導入については、今後も

紆余曲折が考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スーパー早期審査制度の創設（２００８年１０月より試行開始）
①特に早期審査を望む出願人に２週間～１ヶ月程度で審査を試行。
②対象案件（案）：
ⅰ)バイオ、ナノテク、環境等の先端技術分野。
ⅱ）国際的な審査ワークシェリング（国際審査ハイウェイ等）利用者。

《ＳＴＥＰ１(当面） 》

ユーザの求めるタイミングでの審査体制の構築
①どのようなタイミングで行うべきかの新規指標の検討。
②ＳＴＥＰ２の３段階審査制度よりもきめ細かい多段階制度の検討。
③効率的な進捗管理を行うための審査業務情報システム面の整備

《ＳＴＥＰ３ 》

多段階審査制度の実現
①スーパー早期審査：２週間～１ヶ月程度で審査実施。
②早期審査：２ヶ月～半年程度で審査実施。
③通常：
制度全体の構想案策定
①スーパー早期審査制度における出願人に対する一定要件の設定。
②審査プロセス透明化（着手見込み時期等）の具体策設定。

《ＳＴＥＰ２ 》
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Ｑ５．よくわかりました。ところで、出願人のニーズに迅速に対応できることを目指した『スーパー

早期審査』が今年の１０月から試行されている訳ですが、その概要はどのようなものですか？ 

 

Ａ５．『スーパー早期審査』の試行についての基本的な実施の考え方は、現状の特許庁における事務処

理手続きを踏まえながら、「現行の早期審査制度」の運用枠組みを利用して「現行の早期審査制度」

と『スーパー早期審査制度』との運用上の違いを確立する必要があります。 

従って、特許庁では、具体的に以下の運用方法により両者の違いを検証する予定です。 

 

(1)非常に重要な出願についての早期権利化が期待できる案件に限定 

 ①出願の重要性の観点から、現行の早期審査案件の中で、実施案件でかつ海外出願に該当する重要

案件を対象とします。 

 ②現行の早期審査に比べて、申請から最終結果までのあらゆる段階で期間短縮を図ることにします。

現在、計画されている「現行の早期審査」と『スーパー早期審査』との申請から最終処理までの

時間的な違いについて、以下に示します。 

 『スーパー早期審査制度』は、申立→一次審査まで１ヶ月以内、一次審査→出願人からの意見・補

正まで１ヶ月以内、意見・補正→二次審査まで１ヶ月以内を目標とし、「現行の早期審査」期間に

比べ、約半分の期間で結果を出すことを目標としています。 

 

   現行の早期審査の場合 

 

 

 

 

 

   スーパー早期審査の場合 

 

 

 

 

 

 

(2)特許事務処理の短縮が可能な案件に限定 

   特許庁内での手続きの関係から、ⅰ）手続きの一部に書面手続きが存在する場合、ⅱ）ＰＣＴ

国内移行段階にある案件の場合については、特許事務処理の短縮が困難なため、『スーパー早期審

査』の対象から除外される予定です。 

 

(3)その他例外的な取扱いの設定 

   審査が長引くような何らかの不可避な理由が発生した場合、試行段階であることを考慮して、

『スーパー早期審査』の対象から除外される予定です。 

 

申立 一次審査 意見・補正 最終結果 二次審査 

平均 5.9 ヶ月 

一次審査 申立 意見・補正 二次審査 最終結果 

平均 3.0 ヶ月以内 
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Ｑ６．『スーパー早期審査』を試行するにあたり、特許庁では、上記の運用方法以外にも何か公表して

いる事柄はありませんか？ 

 

Ａ６．特許庁では、具体的な『スーパー早期審査』の手続きに関する資料を公表しています。 

  その中では、 

    ①スーパー早期審査の対象になる出願、 

    ②スーパー早期審査の申請手続き、 

    ③手続き上の留意点、 

    ④審査手続きの仕方等、  が記載されています。 

 

 この手続きの方法につきましては、教職員の方に直接関係しない内容も多く記載されているた

め、ここではそれらの詳細については触れません。しかし、上記①の「スーパー早期審査の対象

になる出願」については、本学の教職員の方がどのような要件を満たさなければ、『スーパー早期

審査』の手続きを行うことができる案件であるか否かを知っていただくため、以下に図示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ７．本学では『スーパー早期審査』の試行について、どのように考えていますか？ 

 

Ａ７．上記した『スーパー早期審査』の試行の手続きを行うことができる対象案件があれば、チャレ

ンジしたいと考えています。また、教職員の方からのチャレンジしたい要望や本件に関する相談

事項等がありましたならば、当該担当窓口にご相談下さい。 

 

スーパー早期審査の対象となる出願案件

出願審査の請求がされているか出願審査の請求がされているか

審査着手前の出願であるか※審査着手前の出願であるか※

実施関連出願であるか実施関連出願であるか

外国関連出願であるか外国関連出願であるか

国際出願の国内移行出願であるか国際出願の国内移行出願であるか

オンライン手続きでスーパー早期審査を申請できる案件オンライン手続きでスーパー早期審査を申請できる案件

yes

yes

yes

yes yes

※「審査請求前」とは、「特許庁審査官による以下の通知等が到着する前」を意味する 。

①拒絶理由通知（特許法第５０条）
②特許査定の謄本の送達（特許法第５２条第２項）
③明細書における先行技術開示義務違反の通知（特許法第４８条の７）

④同一発明かつ同日出願の場合の協議指令（特許法第３９条第７項）

ス
ー
パ
ー
早
期
審
査
を
申
請
で
き
な
い
案
件

no

no

no

no

no



- 1 - 

１２月の特許相談会 
 

※今月は鳥取地区と米子地区で各１回開催されます。相談をご希望の方は予約をお願いします。 

     【米子地区】相談員：冨田憲史弁理士（医獣・バイオ関係他） 

 日 時：１２月１０日（水）13：30 より 
 場 所：旧保健学科棟 1Ｆ学務研究課第１会議室  
  

【鳥取地区】相談員：滝本智之弁理士（電機・機械関係他） 
 日 時：１２月１２日（金）13：30 より 
 場 所：産学･地域連携推進機構２階 会議室 

  
 1 月の特許相談会(鳥取地区のみ) 冨田弁理士 1/14(水)、     滝本弁理士 1/14(水) 
 2 月の特許相談会(鳥取・米子地区)冨田弁理士 2/13(金 米子地区)、滝本弁理士 2/12(木) 
 3 月の特許相談会(鳥取地区のみ) 冨田弁理士 3/12(水)、     滝本弁理士 3/11(水) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

産学・地域連携推進機構 

知財部門ニュース 

目    次 

１２月の特許相談会 ･･････････････････････････････････････････ 1 

山陰（鳥取・島根）発新技術説明会開催 ････････････････････････ 2 

紹介します！シリーズ第７回－福本哲也－ ････････････････････････ 3 

２００８年度中の研究発表と特許出願について ･･･････････････････ 4 

Ｑ＆Ａ「著作権～最近の著作権の状況について」 ･･･････････････････ 5～8 

2008 年 12 月 1日 

（21 号）【通番 50 号】 
発行 :鳥取大学       

     産学･地域連携推進機構
 

編集：知的財産管理運用部門 

 TEL/0857-31-6000(内 2765) 

卒論・研究発表前に必ず特許出願 
      （詳細は４ページをご覧ください） 

 
特許に関する相談は、随時受け付けています。 
希望される場合は事前に連絡をお願いします。 

 

相談員：佐々木茂雄 知的財産管理運用部門長 

    清水克彦 産官学連携ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ（プロジェクト研究員） 

    山岸大輔 NEDO ﾌｪﾛｰ（コーディネーター） 

場 所：産学・地域連携推進機構２F 知的財産管理運用部門 

電 話：０８５７－３１－６０００(直通)（内線２７６５） 

ＦＡＸ：０８５７－３１－５４７４(専用) 

メールアドレス： 

 知財部門メーリングリスト／chiteki@adm.tottori-u.ac.jp 

産学・地域連携推進機構 HP： 

  URL／http://www.cjrd.tottori-u.ac.jp/  
 

今月は「八重咲きのサザンカ」です。 
大学東側、鳥取県道 264 号鳥取空港布勢線
沿の湖山小学校校庭横の信号付近で撮影。
白い花が青い秋空にとてもきれいでした。
 
(Y.Y) 
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山山山陰陰陰（（（鳥鳥鳥取取取・・・島島島根根根）））発発発   

新新新技技技術術術説説説明明明会会会開開開催催催のののおおお知知知らららせせせ   
   

｢鳥取・島根新技術説明会｣が、１２月５日に独立行

政法人科学技術振興機構ＪＳＴホール(東京)で開催さ

れます。 

この説明会は、鳥取県（鳥取大学、鳥取県産業技術

センタ－）と島根県（島根大学、島根県産業技術セン

タ－）が、研究成果の実用化を促進することを目的に

連携して開催するもので、今年は２回目です。 

事前登録が必要ですので、直接、科学技術振興機構

（ＪＳＴ）ホームページのエントリーフォーム

（http://jstshingi.jp/：右はトップページ）で申込

むか、または鳥取大学 産学・地域連携推進機構 知的

財産管理運用部門(連絡先は1ﾍﾟｰｼﾞ参照)にご連絡下さ

い。 

 鳥取大学の発表は次のとおりです。 

 

【発表者】医学部医学科 三浦典正 准教授 （発表時間：１０：５０～１１：２０） 

【内 容】生薬に含まれる新規抗がん成分の探索と創薬への応用 医
療
・
健
康
分
野 

【概要】現在臨床応用されている抗癌薬の中には生薬から抽出されてきたものも多いが、生薬には未だ不明な

抗癌成分が含まれている。主成分としてアルカロイドや配糖体などが知られており、我々はまずアルカロイドに

着目し、多くの漢方薬成分から 1つのリード化合物及び派生物質を発見し、抗癌作用、抗テロメレース作用、抗

トポイソメラーゼ作用など臨床応用可能な作用を有していることを見出した。その有用性と新規なシーズとして

の可能性を報告する。 

【発表者】医学部医学科 飯塚舜介 准教授（発表時間：１３：４０～１４：１０） 

【内 容】タンパク質の立体構造決定とインタラクトーム解析 
―発現・精製が簡便なタンパク質タグつき目的タンパク質を用いることで、迅速な
創薬ターゲットの選定を可能に― 

食
品
・
バ
イ
オ
分
野 

【概要】タンパク質タグ付きの目的タンパク質を用いることで，溶解度が低い，或いは安定性が悪いタンパク

質の立体構造をＮＭＲ法で決定する方法．タグタンパク質と目的タンパク質のシグナルを分離して帰属し，構造

情報を得る． 

【発表者】工学研究科 齊藤剛史 助教（発表時間：１５：２０～１５：５０） 

【内 容】口部形状と頭の動きを利用した文字入力システム 

【概要】本技術は、1台のカメラ画像を用いて、手指を用いずに口部形状と4種の簡単な首振り動作により文字

を入力する技術である．リアルタイム画像処理を利用して、従来にない新しい文字入力技術の提案である． 

【発表者】工学研究科 李 仕剛 教授（発表時間：１５：５０～１６：２０） 

【内 容】車側面に取り付けられた魚眼カメラによる車線検出 

情
報
・
ソ
フ
ト
分
野 【概要】本技術は、車の側面に取り付けられた魚眼カメラから車線検出の手法を提案する。魚眼カメラの広い

視野を利用して、より安定な車線検出が可能になる。その手法は、カメラの取り付け姿勢情報は事前に測定して

おく必要がない。 
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 紹介します！ シリーズ第７回 －福本哲也－ 

 今年度は5月から知的財産管理運用部門に協力していただいている学外所属職員等をシリーズでご紹介して

います。第7回目の今月は、鳥取県商工労働部産業振興戦略総室 知的財産担当副主幹で、平成20年11月から「鳥

取大学知的財産活用連携会議」に鳥取県庁代表の委員として参画されている福本哲也氏です。 

 
 知的財産管理運用部門のみなさまには大変お世話になり、感謝至極の毎日です。ま

た、この度、鳥取大学知的財産活用連携会議委員を拝命させていただき、光栄に思う

と同時に身の引き締まる思いです。若輩者ではありますが県内知財関係者の一人とし

て、貴大学の技術移転の促進に向け努力してまいりますので、どうぞよろしくお願い

いたします。 

＜経 歴＞ 

 鳥取県鳥取市生まれ。1989 年に明治大学商学部に入学と同時に、黄金期真っ只中の同大ラグビー部に

入部しようとしたものの、2日で断念。以来、故北島忠治監督の「前へ」の精神のみ受け継ぎ、学生生活

を全力疾走。バブルが崩壊し、周囲が戦々恐々とする中、「就職よりも大切なものがある」と割り切り、

バンドとバイトに明け暮れる。と言いながら、実は在学中から資格を目指して専門学校に入学し、1993

年に大学を卒業後もさらに 2年間通い続けていた。が、予想通り不合格。 

 「いいかげん帰ってこい」という親の訴えに対する言い訳も底をつき、1995 年鳥取県入庁。配属先の

会計課では、職員給与や国庫金の取扱いを担当。1999 年に教育委員会に異動後は、県立学校の人事、運

営などを担当し、子供たちの未来のために全力を尽くした（つもり）。 

 2002 年に東京事務所に配属され、文部科学省、経済産業省の担当として、霞ヶ関、永田町近辺を巡回

するも、大人すぎる世界に愕然。傷ついた心を癒すため訪れた沖縄にて悟りを開く。以来、座右の銘を「前

へ」から「なんくるないさ（なんとかなるよ～）」に変更。 

 3 年の任期を終え、鳥取に帰るつもりであった 2005 年、上司の勧めにより政策研究大学院大学知財プ

ログラムへの入学を決意。まずは入試受付で｢地財プログラム｣と記載し赤っ恥をかく。久しぶりの学生ラ

イフをエンジョイできると思いきや、毎週のように行われる試験、提出課題に憔悴しきり。昼間にしごか

れ、夜はヤケ酒に溺れ（ホントは楽しかったんですよ）、ついにγ－GTP は 3 桁を超える。慣れない論文

作業に追われ、クリスマスも正月もなく、身も心も限界に達していたちょうどその頃、居酒屋の便所に貼

ってあった相田みつをの「なやみはつきねぇな、人間だもの」に心を打たれ、そうそうと自分を取り戻す。

なんとか仕上げた論文は、某県特産○○地鶏をモデルとした回帰分析による地域ブランド評価の手法。出

来はともかく、晴れて刑期を終えることとなる。 

 2006 年、商工労働部産業開発課に異動。γ－GTP も正常値に戻り、知財担当として現在に至る。 

（後に○○地鶏は偽装が発覚。人生を見つめ直すきっかけとなる。） 

＜趣 味＞ 

趣味と言えるかどうかはアレですが、とにかく海が大好きで、波がよければ波乗り、

潮がよければ釣りといった具合に夏も冬もなく時間さえあればどこかの海にいます。

特に最近は釣った魚の調理に夢中で、お土産で頂いた干物の旨さに感銘を受けてから

はもっぱら干物専門です。特に私に特別の技術があるわけではございませんが、釣っ

た魚をその場で絞め、その日のうちにベランダの干物カゴに入れてしまえるわけです

から、新鮮さはどこのお店にも負けません。これぞ釣人の特権！自

分でさばくので、見栄えの問題で商品にはなりませんが、味はやっ

ぱりサイコーですよ（たぶん）。家も車も魚くさくてかなわんっ！と

いう家族の苦情にもめげず、好きな音楽を聴きながら、こよなく愛する泡盛とともにか

じる干物の味に幸せを感じている今日この頃です。 

 
「ブルース、ボサノヴァ、沖縄民謡が好き」と言われる福本さん。いつも健康そうな顔色
は海からいただいているのですね。次はおいしい刺身に挑戦してみてはどうでしょうか。
きっとまた違いがわかるはずです。ご多忙中、投稿と写真をありがとうございました。 
今後ともよろしくお願い致します。 

兵庫県新温泉町の海 

福本哲也氏 

干物カゴ(アジ)
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２００８年度中の研究発表と特許出願 
 

 先日全職員に向けて、「卒論等の発表に伴う発明届出書の提出」について、産学・地域連携推進機

構長名でメール配信がありました。このことを詳しく説明しましょう。毎年１２月から３月上旬にか

けて、各学部で卒業論文の発表会が公開により実施されますが、この「公開」に注意が必要です。 
                         

 チェック１．「公知の事実」 

 発表内容には、成果として特許等に出願すべき内容が含まれている場合があります。 

一般公開による発表の場合、発表した時点で発表内容は「公知の事実」となり、新規性を欠くものと

して、出願が不可能となります。（特許法第２９条第１項） 

 

 チェック２．「特許法第３０条（発明の新規性喪失の例外）」 

 発表後の救済処置としては、例外規定（特許法第３０条第１項）があ

ります。これは、「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ヶ

月以内に限って、例外として、発表者が特許を出願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る。」というものです。 

鳥取大学は、この例外規定に該当する学術団体として、平成１７年３月１４日付けで特許庁長官の

指定を受けましたので、既に開催済の学内での発表（該当日から６ヶ月以内）については、救済措置

があるといえます。 

 特許法第３０条（発明の新規性喪失の例外）に基づき、特許庁長官が指定している学術団体を確認

する場合は、特許庁 HP の一覧（http://www.jpo.go.jp/torikumi/30jyou/30jyou2/dantai.htm）をご

覧下さい。 

 

チェック３．「特許法第３０条（発明の新規性喪失の例外）の制約」 

 しかし、この特許法第３０条には注意が必要です。その理由としては、該当日から６ヶ月を超える

場合には規定が適用できないことと、この例外規定に次の制約があるからです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

そのため、知的財産管理運用部門では『発表前に必ず特許出願』をして頂く方針を採っているのです。 

 

 チェック４．「発明者の事務の要点」 

 発明者の事務の要点は次のとおりです。 

 １．書類の作成： 

 産学・地域連携推進機構 HP※の CONTENTS「知的財産について」及び「発明を為した教

職員等がとる手続」を開き、発明届出書（様式１）、発明調査表（様式２）を入手し、

提出する。［産学・地域連携推進機構 HP※の URL：http://www.cjrd.tottori-u.ac.jp/］ 

 ２．書類の提出： 

    発明者→→所属部局の会計担当（医学部は学務・研究課）経由→→研究・地域連携課 

 ３、その他 ①問合せ先：知的財産管理運用部門 佐々木（s.shigeo@cjrd.tottori-u.ac.jp）、または 

                    山岸（yamagishi@cjrd.tottori-u.ac.jp）まで、電子メールでお送り下さい。 

           ②問い合せ〆切：平成２１年１月１１日（金）※ 

           ※出願までの業務には最低１ヶ月程が必要です。そのため、この〆切以後の問い合わせは 

            受けかねますので、ご理解・ご了承願います。 

 特許法第３０条（発明の新規性喪失の例外）の制約 

① 
この例外規定を適用されても、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、新規性を喪失して特許が受けられないこと 

② 
第三者が先に出願すれば、先願主義により第三者が優先し、本学からの出願が 拒絶さ

れること 

③ 
日本、米国等一部の国を除き、欧州をはじめほとんどの国では、外国出願について、こ

の例外規定の適用がないこと 

鳥取大学 イメージキャラクター 

愛称：とりりん 
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Ｑ＆Ａ：「著作権～最近の著作権の状況について～」 

 

１１月１５日（土）に鳥取大学公開講座「見て聞いて体験しよう 情報セキュリティ」がセコム山陰

㈱IT ラボラトリー内研修室で実施され、当部門の佐々木部門長も講師の一人として題名「知ってい

ると役立つ情報分野における著作権等」を講義しました。 

 

Ｑ１：最近、新聞紙上で「著作権」に係わる記事が記載されていますが、今、著作権が問われること

について、どう思われますか？ 

   

Ａ１：確かに、この１１月には「著作権」を巡るニュースが何件か報道されています。その中で、『小室

哲哉：音楽著作権の二重譲渡を巡り詐欺事件！更に音楽会社に対して「原盤権」の二重契約発覚』と

の見出しで、新聞各社が一斉に報道した事件がありました。 

 この事件の概要は、音楽出版社に対して 806 曲の著作権を譲渡して、約２億円の年間音楽著作権使

用料収入を得ているにも係わらず、同一の「音楽著作権の売却を持ちかけ、兵庫県の会社社長から５

億円を詐欺して逮捕された小室容疑者が、さらに今度は「原盤権制作及び譲渡に関する基本契約」を

全く別の音楽出版社２社と締結した、所謂「二重契約」を行っていることが発覚したとのことです。 

   このように、各報道機関が「著作権」を取り上げることが多くなっている背景には、情報関連技術

の進展、特に「デジタル化」が大きく影響を与えています。即ち、あらゆる電子機器類が 1970 代か

ら 1990 年代にかけて「アナログ」から「デジタル」に切替わっていきました。そして１９９３年の

インターネットの爆発的な普及開始に伴い、パソコン・携帯電話などの急速な拡大により、誰でも・

いつでも・どこででも双方向通信が可能な時代に突入しました。そして、電子タグや電子マネー、ビ

デオソフトやデームのＣＤ／ＤＶＤ化、携帯電話小説の出現など、デジタル化による社会生活の多様

化＝ユビキタス社会の実現が図られたものと思います。 

   その結果、様々な「光と影」の事象が発生しました。その中で、「著作権」についての「影」の部

分は、一口に言って『著作権侵害による甚大な被害が発生している時代』と捉えることができると考

えられます。その内容は、上記に示した「音楽著作権侵害」に限らず、「文学著作権侵害」や研究者

による「研究論文盗用などの論文著作権侵害」など多種多様です。 

 

Ｑ２：それでは、著作権を含む知的財産権に係わる侵害事件件数など、その現状はどうような状況な

のでしょう？  

 

Ａ２：我が国における知的財産権関係民事事件の既済件数（全国裁判所控訴審）の最近３年間実情は以

下のとおりです。 

 

 

 ３年間の合計 ２００６年 ２００７年 ２００８年 

特許権 1,083(66.7) 403(65.8) 393(67.2) 287(67.2) 

実用新案 33(2.0) 11(1.8) 12(2.0) 10(2.3) 

商標 230(14.2) 873(13.6) 87(14.9) 60(14.1) 

意匠 71(4.4) 31(5.1) 24(4.1) 16(3.7) 

不正競争防止 98(6.0) 47(7.7) 32(5.5) 19(4.5) 

著作権 109(6.7) 37(6.0) 37(6.3) 35(8.2) 

合計 1,624(100) 612(100) 585(100) 427(100) 

 

 

図１．知的財産権関係民事事件（全国裁判所控訴審）の既済数 

※2008 年 11 月 14 日現在の件数 
(裁判所行政局データに基づき編集)

単位：件数(%)
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Ｑ３：知的財産権における「著作権」の位置づけをどのようになっていますか？ 

 

Ａ３：知的財産権は、対象とする権利によって大きく、 

    ⅰ）技術的創作物についての権利（特許権、実用新案権、意匠権など） 

    ⅱ）営業標識についての権利（商標やサービスマークなど） 

    ⅲ）文学・美術的創作物についての権利（著作権）   

  に大別されます。 

   その中で、著作権法は、特許などのように生み出すアイデアについての新規性、進歩性、高度

の創作性などは一切必要なく、かつそのアイデアが保護の対象ではありません。即ち、思想・感

情を創作的に表現された文芸、学術又は音楽が保護の対象となり、また手続きについても申請す

ることなく、作成された瞬間、自動的に著作権が発生すること（無方式主義）になります。 

 

Ｑ４：著作権が特許法などと異なるものであることは分かりました。それでは著作権の基本的な事項

について、もう少し詳しく教えてください、 

 

Ａ４：著作権に関する基本的事項について、以下に羅列します。  

(1)著作物の種類 

①言語の著作物：論文、小説、脚本、講演など。 

②音楽の著作物：楽曲、歌詞など。 

③舞踊等の著作物：日本舞踊、バレエ、ダンスなど。 

④美術の著作物：絵画、書、版画、彫刻、漫画など。 

⑤建築の著作物：建造物自体（設計図は図形の著作）。 

⑥地図や図形の著作物：地図と学術的な図面、模型など。 

⑦映画の著作物：劇場用映画、テレビ映画、ビデオソフト、 

        ゲームソフトなど。 

⑧写真の著作物：写真、グラビアなど。 

⑨プログラムの著作物：コンピュータプログラム。 

(2)保護の受け方 

個人が原則、ただし新聞記事や役所広報誌などは法人の職務著作物※として取扱う。 

※職務著作とは、以下のとおりに規定されるものを指す。 

ⅰ）法人等の発意に基づいて作成されたものであること。 

ⅱ）法人等の業務に従事する者が作成したものであること。 

ⅲ）職務上作成されたものであること。 

ⅳ）法人等が自己の名義の下に公表するものであること。 

ⅴ）作成に対して契約や勤務規則等特段の定めがないこと。 

 

  その他、個人が原則として取扱うことができないもの（複数の研究者が共同で創作した著作物で、

各人の寄与を分離して個別に利用できないもの）で『共同著作』がある。 

 

(3)著作権の種類 

  著作権には、著作者の人格を保護する「著作者人格権」と著作者の財務面を保護する 

  「著作者の権利（著作権）」の２種類がある。 

  また、著作権については、「著作者の権利（著作権）」と「著作隣接権※」とにも分類される。 

※著作隣接権：著作物等を公衆に伝達する者に与えられる権利で、具体的には、実演

家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業家の権利を指す。ここでは、「著作

人格権」と「著作者の権利（著作権）」について触れる。 
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①著作者人格権 

ⅰ）公表権：未公表著作物を公表するか否かを決める権利。 

ⅱ）氏名表示権：著作者名を表示するか否かを決める権利。 

ⅲ）同一性保護権：著作物等を勝手に改変させない権利。 

②著作者の権利（著作権） 

ⅰ）複製権：著作物を複製する権利 

ⅱ）上演/演奏権：著作物を公衆に直接見聞する上演権等 

ⅲ）上映権：著作物を公に映写する権利 

ⅳ）公衆送信権：著作物を放送等を介して公衆に送付する権利 

ⅴ）口述権：著作物を朗読等により公に伝達する権利 

ⅵ）展示権：美術著作物等を原作品で公に展示する権利 

ⅶ）領布権：映画の著作物を複製物により領布する権利 

ⅷ）譲渡権：原作品または複製品の譲渡により公衆に提供する権利 

ⅸ）貸与権：複製物の貸与により公衆に提供する権利 

ⅹ）翻訳/翻訳権：著作物翻訳、編曲、脚色化等する権利 

 

なお、その他として、例えば原書を翻訳した者などに与えられる「二次的著作物の利用権 

（二次的著作物を利用する権利）」がある。 

 

(4)著作権侵害に対する救済措置 

①差止請求権【著作権法１１２条、著作権法１１６条】：特許権を侵害/侵害するおそれのある者に対してその侵

害の停止や予防を請求できる。 

②損害賠償請求権【民法７０９条、著作権法１１４条】：故意又は過失によって特許権を侵害した者に対して自

己が受けた損害の賠償を請求できる。 

③不当利得返還請求権【民法７０３条、著作権法７０４条】：侵害者が侵害行為によって不当に得た利益を還元

するように請求できる(請求権の時効：10 年)。 

④名誉回復等の措置請求権【著作権法１１５条、著作権法１１６条】：故意又は過失によって他人が自己の権利

を侵害した結果、業務上の信用が害された場合は名誉回復するための措置を請求できる。 

 

(5)著作権の保護期間 

①実名の著作物：死後５０年。 

②無名または変名の著作物：公表後５０年（死後 50 年経過が明らかであれば、そのときまで）。 

③団体名義の著作物：公表後５０年（創作後 50 年以内に公表されなければ、創作後 50 年）。 

④映画の著作物：公表後７０年（創作後 50 年以内に公表されなければ、創作後 70 年）。 

 

(6)著作物を自由に利用できる場合 

原則的に以下の著作物などは自由に利用できる可能性がある。その他、著作物の使用が可能なも

のがあるが、ここでは省略する（詳細は「著作権法」を参照する必要あり）。 

なお、状況により使用が難しい場合が発生するので、この取扱いには注意を要する。 

 

①私的使用のための複製。 ⑪政治上の演説等の利用。 

②図書館等での複製。 ⑫時事の事件の報道のための利用。 

③引用。 ⑬裁判手続き等の複製。 

④教科書への掲載。 ⑭情報公開法による開示のための利用。 

⑤学校教育番組の放送等。 ⑮美術の著作物の当の原作品の所有者 

⑥学校等における複製。  による展示。 

⑦試験問題としての複製。 ⑯公開の美術の著作物等の利用。 

⑧点字による複製等。 ⑰プログラムの所有者による複製。 

⑨非営利目的の利用。  

⑩時事問題の論説等の転載等。 
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Ｑ５．著作権の使用に伴う取り扱いはなかなか大変のようですが、国の施策として何か論議されてい

ますか？ 

 

Ａ５．知的財産本部で、図２に示すように、機器のデバイス化に伴い現行の著作権の規制を緩和する

「権利制限の一般規定（フェアユース規定）の導入」を検討しています。 

      

・新たなネット関連ビジネスの登場
・想定外のコンテンツの利用形態の出現

・新たなネット関連ビジネスの登場
・想定外のコンテンツの利用形態の出現

現状

・現行の著作権法では、具体的な事例による権利規定を設定した状態

・そのため、上記規定に該当しない行為は、権利者の意向を害しなくて

も形式的に違法

技術の進歩や新規のビジネスモデル出現に対応

図２．権利制限の一般規定（フェアユース規定）の導入

矛盾

権利者の利益を害しないよう公正な利用であれば、許可無しに著作

権が利用できるように、権利制限の一般規定を設定

 

Ｑ６．今までは、著作権についての一般的な取扱いについて説明でしたが、この著作権が本学教職員

にとってどのように関係しますか？ 

 

Ａ６．先に記載したように、著作権の保護および権利の発生は基本的に個人が原則です。従って、本

学が法人として取扱うのは、『法人の職務』に限定されます。本学における職務著作の取り扱い

については、「鳥大知財ニュース 10 号（2005 年 6 月 1日発行）」で紹介していますので、ここで

は省略します。 

   なお、教員の個人著作あるいは職務著作については、教員の個人的／法人としての責任や研究

倫理観が問われることになりますので、特に論文に係わる著作権侵害、研究倫理の逸脱など、研

究ミスコンダクトを起こさないように注意する必要があります。 

  

 

 
≪編集後記≫ 
１２月号編集作業中、鳥取市に雪が降りました。体調を崩さないように気をつけましょう。 

 知的財産管理運用部門では、押田信嘉事務補佐員が１１月末で退職され、一段と寒さを身にしみて感じています･･･と、

浸っていられないくらい忙しい毎日を送っています。 押田さん、また会える日を楽しみにしています。お疲れ様でした。

 最後に、知財部門ニュースの刊行にご協力いただいた皆様、心から感謝申し上げます。良い新年をお迎えください。(Y)

 

【押田信嘉さんより】  
短い間でしたが、お世話になりました。この場をおかりしてお礼申し上げます。 

先生方の素晴らしい特許に触れられるような仕事ができ、たいへん光栄でした。 

ご多忙の中、いろいろとご協力いただきまして、ありがとうございました。 

今後は遠い地からになりますが、鳥取大学の益々の発展を心から祈っております。 

これからも知的財産管理運用部門の活動にご理解、ご協力をお願いいたします。
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１月の特許相談会 
 

※今月は鳥取地区で同時に開催されます。相談をご希望の方は予約をお願いします。 

   平成２０年度内の特許出願について、新規案件は必ず１月にご相談ください。 

   【鳥取地区１】相談員：冨田憲史弁理士（医獣・バイオ関係他） 

 日 時：１月１４日（水）13：30 より 
 場 所：産学･地域連携推進機構２階 研修室 
  

【鳥取地区２】相談員：滝本智之弁理士（電機・機械関係他） 
 日 時：１月１４日（水）13：30 より 
 場 所：産学･地域連携推進機構２階 会議室 

 
 2 月の特許相談会(鳥取・米子地区)冨田弁理士 2/13(金 米子地区)、滝本弁理士 2/12(木) 
 3 月の特許相談会(鳥取地区のみ) 冨田弁理士 3/12(木)、     滝本弁理士 3/11(水) 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

  

 

 

産学・地域連携推進機構 

知財部門ニュース 

目    次 
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山陰（鳥取・島根）発新技術説明会報告 ････････････････････････ 2 
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2009 年 1 月 5日 

（22 号）【通番 51 号】 
発行 :鳥取大学       

     産学･地域連携推進機構
 

編集：知的財産管理運用部門 

 TEL/0857-31-6000(内 2765) 

卒論・研究発表前に必ず特許出願 
 

特許に関する相談は、随時受け付けています。 
希望される場合は事前に連絡をお願いします。 

 
相談員：佐々木茂雄 知的財産管理運用部門長 

    清水克彦 産官学連携ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ（プロジェクト研究員） 

    山岸大輔 NEDO ﾌｪﾛｰ（コーディネーター） 

場 所：産学・地域連携推進機構２F 知的財産管理運用部門 

電 話：０８５７－３１－６０００(直通)（内線２７６５） 

ＦＡＸ：０８５７－３１－５４７４(専用) 

メールアドレス： 

 知財部門メーリングリスト／chiteki@adm.tottori-u.ac.jp 

産学・地域連携推進機構 HP： 

  URL／http://www.cjrd.tottori-u.ac.jp/  

本年もよろしくお願い申し上げます。 

  知的財産管理運用部門員 
   （後列左から）佐々木部門長､矢部事務補佐員､清水プロジェクト研究員 
   （前列左から）太田事務補佐員､山岸ＮＥＤＯフェロー 
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山山山陰陰陰（（（鳥鳥鳥取取取・・・島島島根根根）））発発発新新新技技技術術術説説説明明明会会会報報報告告告   
   

今年で２回目の｢鳥取・島根新技術説明会｣が、１２月５日に独立行

政法人科学技術振興機構ＪＳＴホール(東京)で開催されました。 

この説明会は、鳥取県（鳥取大学４件、鳥取県産業技術センタ－１

件）と島根県（島根大学４件、島根県産業技術センタ－１件）が、研

究成果の実用化を促進することを目的に連携し開催したものです。 

企業との間で産学連携が図られることが大いに期待されます。 

鳥取大学４件への参加者は延２０６名でした。 

(なお、発表４件の詳細は、知財部門ニュース12月号をご覧ください) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 なお、鳥取大学については、岡山大学と応
募し採択された「中国地域産学官連携コンソ
ーシアム」への取組み状況を中心に紹介しま
した。(右：ポスターの一部抜粋) 
 
 
 

工学研究科  
 齊藤剛史 助教 
 

口部形状と頭の動

きを利用した文字

入力システム 
 

医学部 
 三浦典正 准教授
 

生薬に含まれる

新規抗がん成分

の探索と創薬へ

の応用 

医学部 
 飯塚舜介 准教授 
 

タンパク質の立体

構造決定とインタ

ラクトーム解析 
 

工学研究科 
 李 仕剛 教授 
 

車側面に取り付

けられた魚眼カ

メラによる車線

検出 
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紹介します！ シリーズ第８回 －玉井博康－ 

 今年度は5月から知的財産管理運用部門に協力していただいている学外所属職員等をシリーズでご紹介して

います。第8回目の今月は、地方独立行政法人鳥取県産業技術センター企画管理部企画室企画員で、平成20年

11月から「鳥取大学知的財産活用連携会議」に鳥取県産業技術センター代表の委員として参画されている玉井

博康氏です。 

 

 
 

〔経歴（概略）〕 

 生まれは、鳥取県の中部に位置する北栄町（旧大栄町）。北部の日本海に面する砂

丘畑での砂丘らっきょうや砂丘ぶどう、砂丘ながいも、南部の丘陵地帯に広がる黒

ぼく畑の大栄すいか等の施設野菜等、地域の自然条件を活かした多様な農産物が生

産され、西日本有数の農業どころとして知られています。高校在学当時、第 2 次オ

イルショックの最中で資源枯渇が叫ばれていました。鳥取の地を離れ、京都の大学

に進学、工学部資源工学科では有用鉱物の分離回収技術を専攻しました。学生時

代はバイトに明けくれ、紆余曲折の末何とか大学を卒業。 

 父の薦めもあり 1991 年に鳥取県入庁。産業技術センター（旧鳥取県工業試験場）に配属となり、金

属・無機材料の試験分析や機能性新素材の応用に関する研究開発に従事しました。2007 年 4 月に企画部

青少年・文教課へ派遣となり、鳥取大学をはじめとする県内の高等教育機関の窓口として、環境学術研

究振興の補助金等を担当しました。今年度の 4月より当センターの企画管理部企画室に異動となり、知

財担当として今日に至っております。 

当センターは地方独立行政法人に移行し 2 年目となります。県内中小企業のホームドクターとして、

企業ニーズに基づく産業技術に関する試験研究とその成果の普及に努め、職員一丸となって鳥取県の産

業活性化に全力を尽くしております。世界経済は百年に一度という未曾有の局面を迎え、国内・県内の

産業構造は今まさに大転換を余儀なくされようとしています。本県の智慧を結集した「知的財産の創造」

こそ唯一、本県の明るい未来を築く上で不可欠ではないかと考える次第です。鳥取大学の知的財産管理

運用部門をはじめとする教職員の皆様方と手を携えながら、お役に立てるよう努力してまいりますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

〔趣味〕 

趣味といえるかどうかわからないのですが、子供の頃より祖父母

の畑仕事を見ていたからでしょうか、近年「土いじり」に関心が向

いています。全くの初心者ですから、そんなには出来ませんが、さ

さやかな我が家の庭で、今回初めて「葉もの野菜」に挑戦しました。

訳のわからない雑草に囲まれ、多くの青虫に囓られながらも、丸々

としたキャベツが無事結球しました。 

 
 

ご多忙中、投稿と写真をありがとうございました。 
私も今年は春夏野菜に挑戦しましたが、葉物は本当に虫との競
争ですね。キャベツはいろいろな料理に使えるので、喜ばれた
でしょうね。あまるようならお手伝いしますが･･･。育てた野
菜の味をまた聞かせてください。今後ともよろしくお願い致し
ます。 

玉井博康氏
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外部資金獲得 
 文部科学省「産学官連携戦略展開事業（戦略展開プログラム）」に、本学と岡山大学とが応募した
「中国地域産学官連携コンソーシアム」採択（6月） 
 
規程類の整備 
 現時点での「鳥取大学利益相反方針」の改定を策定。それの手直しを実施(4 月) 
 「鳥取大学商標取扱規則」制定・施行(5 月) 
 鳥取大学における大学発ベンチャーの認定に関する規則」制定・施行(7 月) 
 
セミナー等の開催 
 JP-NET システム説明会を開催（3月） 

 
イベント等の開催 
「ＣＩＣ東京新技術説明会」で発表２件（7月） 
「環境フェスタ 2008・大学見本市」で展示２件（7月） 
「イノベーション・ジャパン 2008」で発表１件、展示２件（9月） 
「産官学連携フェスティバル 2008」で発表 12 件、展示 3件（10 月） 
「山陰（鳥取・島根）発新技術説明会」で発表４件、展示１件（12 月） 

 
定例特許相談会  
 毎月 2回（①電機・機械関係他、②医獣・バイオ関係の各１回）開催 
 そのうち医学部への対応のため、②医獣・バイオ関係は偶数月に米子地区で開催 
 併せて先行技術調査も実施 
 
知財有効活用・ライセンス支援 
 特許・ノウハウ・ライセンス契約交渉支援他（通年） 
 
知財教育 
 前期主要科目「技術と知的財産」受講生 10 名（4～8月） 
 知財ゼミ 受講生 2名（卒論１名、修論１名） 
 鳥取大学公開講座「見て聞いて体験しよう 情報セキュリティ」受講生 13 名（11 月） 
 知的財産インターンシップ実習 実習生 3名（8～9月） 
 
知財部門ニュースの発行（通番：Q＆A） 
 1 月号(39 号)：「知的財産の活用評価推進プロジェクト(Ⅱ)－知的財産権の活用について－」 
 2 月号(40 号)：「2007 年度内の研究発表と特許出願について」 
 3 月号(41 号)：「鳥取大学所蔵の知的財産関係図書」 
 4 月号(42 号)：  
 5 月号(43 号)：「平成 19 年度知的財産管理運用部門活動実績」 
 6 月号(44 号)：「学生からの質問に答えて」 
 7 月号(45 号)：  
 8 月号(46 号)：「『鳥取大学における大学発ベンチャーの認定に関する規則』の制定」 
 9 月号(47 号)：「『鳥取大学における大学発ベンチャーの認定に関する規則』の制定」～№規則の内容紹介～ 
10 月号(48 号)：「知的財産権の秘密漏えい防止」 
11 月号(49 号)：「スーパー早期審査の試行開始」 
12 月号(50 号)：「著作権～最近の著作権の状況について」 
 
人事異動 
 「中国地域産官学連携コンソーシアム構想事業」産官学連携プロジューサーとして清水克彦氏採用、 
併せてプロジェクト研究員として、知的財産管理運用部門に配属。（9月 1日付） 
 押田信嘉事務補佐員退職（11 月 30 日付） 
 
 
≪編集後記≫ 
 知的財産管理運用部門では、１月から新しい事務補佐員として太田紀子さんが採用されました。 

また新たな気持ちで部門全員が一丸となってがんばりますので、ご協力よろしくお願い致します。(Y) 

 

【太田紀子さんから一言】 

 新年からお世話になります。新たな仕事でわからない事も多いと思いますが、みなさまのご協力を 

いただきながらがんばっていきたいと思います。よろしくお願いします。 
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２月の特許相談会 
 

※今月は鳥取・米子地区で各１回開催されます。相談をご希望の方は予約をお願いします。

    

   【鳥取地区】相談員：滝本智之弁理士（電機・機械関係他） 

 日 時：２月１２日（木）13：30 より 
 場 所：産学･地域連携推進機構 研修室 
  

【米子地区】相談員：冨田憲史弁理士（医獣・バイオ関係他） 
 日 時：２月１３日（金）13：30 より 
 場 所：医学部 学務・研究課 第１会議室 

 
 3 月の特許相談会(鳥取地区のみ) 冨田弁理士 3/12(木)、滝本弁理士 3/11(水) 
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特許に関する相談は、随時受け付けています。 
希望される場合は事前に連絡をお願いします。 

 
相談員：佐々木茂雄 知的財産管理運用部門長 

    清水克彦 産官学連携ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ（プロジェクト研究員） 

    山岸大輔 NEDO ﾌｪﾛｰ（コーディネーター） 

場 所：産学・地域連携推進機構２F 知的財産管理運用部門 

電 話：０８５７－３１－６０００(直通)（内線２７６５） 

ＦＡＸ：０８５７－３１－５４７４(専用) 

メールアドレス： 

 知財部門メーリングリスト／chiteki@adm.tottori-u.ac.jp 

産学・地域連携推進機構 HP： 

  URL／http://www.cjrd.tottori-u.ac.jp/  

今月は「モクレン（木蓮）」です。ツクシを探
し疲れて空を見上げたとき、ご褒美のような
景色が飛び込んできました。撮影１時間後に
は天気がくずれ、雨から雪に変わりました。
学内のとある通路脇にて青空を惜しみながら
撮影(Y.Y） 
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紹介します！ シリーズ第９回 －村上耕一－ 

 今年度は5月から知的財産管理運用部門に協力していただいている学外所属職員等をシリーズでご紹介して

います。第9回目の今月は「鳥取大学知的財産活用連携会議」（平成20年11月発足）に（財）鳥取県知的所有権

センター代表の委員として参画されている特許情報活用支援アドバイザー 村上耕一氏です。 
 
 

いつも知的財産管理部門には暖かくご指導いただいており感謝に耐えません。なにか

記事をということでしたが、経歴も特筆するものはなく、現在の私は趣味らしいもの

を持っていないので、本についての挿話に一席お付き合いいただきたいと存じます。 

 
 

【子供の頃の想い出】 

物心ついた頃、近所の子供が漫画雑誌を読んでいるのが無性にうらやましかった。本を買ってもらえないわ

けでもなかったが、親の背中に「本は貴重な財産」と書いてあったから、漫画雑誌を買ってもらう勇気がなか

った。確か小学校高学年のときのクリスマスプレゼントだったと思うが、初めて漫画本を手にした。最近の本

に例えると、月刊少年ｚｚという程度の分厚い本だった。すごく嬉しくて持ち続け、次号が発行されているの

も気がつかなかったことを覚えている。 

 中学のとき、通学列車の待ち時間に偶然にであった父が、好きな本でも買えといって小遣いをくれた。本屋

で文庫本を初めて手にした。それは島田一男の事件小説だった。以後、島田一男の本を探しては文庫本を少し

ずつ集め、ついでに肩肘の張らない本も増えていった。島田一男の本は、その後大学の知人に、そのコレクシ

ョンの 8割がたを譲ってしまった。 
 

【本と仕事】 

社会人になってしばらくした頃、事務系の者は自社で開発されている技術を知らなす

ぎると、土曜日に技術者を呼んでは勉強会が始まった。あるとき私の親しい技術主任

が講師になって、ＬＥＤの発光原理を素人目にも判りやすく説明した。講演が終わっ

て二人きりになったとき、彼はいった「君は何年目だっけ？若いうちは給料の１割相

当は本を読んでおきなさい」乗せられやすい私は本屋に向かった。 

その当時は 1000 円を越す本はあまりなかったが、特許の本は 5千円を越すものが

多かった。それを取り合えず数冊手に入れて読み始めたが、何ページも読まないうち

に翌月になった。2ヶ月もたとうとしたとき、毎月何千円の本を買っても無駄だと悟

った。そこで定期刊行物をとることにした。電気回路、半導体、法律、特許、精神科

学などなど、分野ごとに 2冊づつを選んだ。給料の１割には届かなかったが手取りの

１割には近づいた。分厚い解説書を読むよりはるかに読みやすかったが、気を緩める

と机の上は未読の本で一杯になり、やがて畳みの上に崩れていった。 

【現在の心境】 

ここのところ私の愛読書は、月に 2 回発行のビッグコミックである。買うとまず全体を斜めに見て、一旦積み

上げる。時間を見て古いものを引っ張り出して、興味ある漫画だけを読み直して廃棄する。私としては昔からし

みついた「本は財産」と廃棄が必要な「現実」を折衷した対処と思うが、これを聞いた友人はなぜか笑う。 

特許情報ＡＤとしては県内の知財相談に耳を傾ける。企業にいたときは電気や物性など想定内のテーマが多か

ったが、農林水産その他本当に色々な分野のお話がある。興味があった分野も、名前自体はじめて耳にする分野

でも、改めてイチからの情報収集をすることになる。また、産業財産権法はあまりにも頻繁に改正がなされ法令

集が間に合わない。いまや本をめくるよりネットが便利で新鮮だ。一方でコンクリート床の上にそそり立つラッ

ク群からすらあふれだした本を前に、呆然と佇む。 
 

ご多忙中、投稿と写真をありがとうございました。村上氏は「知的財
産『一口メモ』」（鳥取知的財産ポータルサイト内に開設）で、いつも
親しみ易い内容で解説されていますが、このような膨大な知識量に裏
付けされているのですね。今後ともよろしくお願い致します。

村上耕一氏 

コーラー著 特許法原論 
村上氏のお好みです 

 

トップページＵＲＬ： 
http://www.tottorichizai.com/ 



 3

Ｑ＆Ａ：「中国地区産学官連携コンソーシアム」について 

 

Ｑ：昨年の暮れに「中国地域産学官連携コンソーシアム」の新聞記事が載りましたが、その内容について

教えて下さい。 

 

Ａ：報道された新聞記事は、既に「知財部門ニュース 16 号(以下｢ニュース｣と記載。2008 年 7 月発

行)」に記載した文部科学省の「産学官連携戦略展開事業」に採択された内容と基本的には同じで

すが、その後の具体的な活動が進展と併せて、今回の新聞発表となった訳です。 

 

Ｑ：確かに前出の「ニュース」では、「産学官連携戦略展開事業」に採択されたことを中心に記載されて

いましたのが、今回は本事業の目的や具体的活動等の内容について、詳しく教えて下さい。 

 
Ａ：わかりました。「中国地域産学官連携コンソーシアム」事業は、次のような内容になっています。 

 
 
 
 
 
 
： 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
＊補足：特別会員として、中国地域や各県の官公庁及び産業支援団体殿のご参加をいただき産学官連携を
強め、地域全体の生産性を高めていくことといたしております。 

 

Ｑ：中国地域５県での広域活動を効率良く推進するためには、密接な連携を取るための工夫・手段が必要

と思われますが、その対応策はどうするのでしょうか。 

 

Ａ：本コンソーシアム事業の運用形態の全体像（次頁参照）を示します。 

その中で、特に各拠点の広域分散を補完するために、次の２つのネットワークツールを縦横に活用します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

WEB マッチングシステム「CPAS-Net」には正会員である中国地域の大学等が保有する教員の研究成果

＝技術シーズおよび研究者情報とともに、公開特許情報が掲載され、その更新が頻繁に行われます。コ

ンソーシアム会員は「CPAS-Net」からキーワード検索によりさまざまな技術情報を得ることができます。 

産学官連携プロデューサーは検索補助、さらに詳細な情報の収集やマッチングの設定をはじめ、コン

ソーシアム事業に関わるあらゆる連携活動においてきめ細かなサービスを提供します。新たな研究シー

ズのご提供があれば、教員の皆様のところへ伺い、面談させていただきます。 

 

【組織の構成（予定）】 
代表機関：岡山大学、鳥取大学 
正 会 員：中国地域国公私立大学、高専等 
     （国立５大学が各県幹事校、 

1 月 31 日現在 16 校） 
特別会員：中国地域官公及び自治体・ 
     関係団体 
企業会員：中国地域中小企業が中心 

【目的実現の手段】 
１）本コンソーシアムの中枢機能を担う産学官連
携プロデューサーを 3名配置 
（本学には 1名、清水克彦プロデューサーを配置： 

「ニュース 19 号(2008 年 10 月発行で紹介）」

２）イノベーション創出展開を行う産学官連携事

業と、本コンソーシアムの機能を発展させるため

の内部人材育成事業を行う。 

【具体的内容】 
１）域内大学等の連携により知的財産を含む

優れた知的リソースを広域的に集積すること 

 

２）これらの活用を図るために域内の企業に向

けたプロモーション活動を推進すること 

【目的】 
中国地域の国公私立大学・高等専門学校等の連携

により優れた知的リソースを広域的に集積し、活

用することにより地域企業と地域大学等の連携を

進める一元的体制を新たに構築し、大学等を中核

とした地域の内発的イノベーションの創出による

地域生産性向上を図る。 

①WEB マッチングシステム「CPAS-Net」 
  大学シーズと企業ニーズを登録し、企業と大学が情報を共有する。 

  プロデューサー、コーディネーターが活用する。 
 
②WEB テレビ会議システム 
  遠隔地の会員同士の効率よいコミュニケーション手段として活用する。 
  プロデューサー、コーディネーターを繋ぎ、情報を共有する。 
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技術情報に関する問い合わせ、マッチング、その他コンソーシアムに関わる内容であれば WEB テ

レビ会議システムを利用してプロデューサーやシーズ開発者と face to face で意見交換をするこ

とができます。会員はこれらネットワークツール「CPAS-Net」と WEB テレビ会議システム、プロデ

ューサーのサービスを無料で利用することができます。 

これらネットワークツールとプロデューサーを活用することにより、正会員から企業会員への技

術移転や両者の共同研究等の契約締結に進展することが期待されます。 

  

 

Ｑ：このコンソーシアム事業には、中国地域５県から多くの公私立・高専も参加するとのことですが、そ

れらの大学等においては、特許使用許諾、ノウハウ提供、技術指導等の多様な技術移転や共同研究等へ

の形態が発生し、それらの契約締結に対応しなければならないことが予想されます。その様な場合への

支援はどうなっているのでしょう。 

 

Ａ：上記の業務スキルについても、契約書雛形の準備や事例説明等についてＷＥＢ会議を活用して実施す

ることにより、当該連携大学・高専のスキルのレベルアップ支援を継続的に実施していく予定です。勿

論、本学においては、産学・地域連携推進機構および研究・国際協力部が本学教員に対する支援は今ま

でと同様に行っていく所存です。 

 

Ｑ：なるほど。それでは、本学の教員にとっても、このコンソーシアムを大いに活用する価値があると言

うことですね。 

 

Ａ：そのとおりです。鳥取大学においては、研究成果の活用を推進するため、この事業を通して産学官連

携戦略を効率的に展開することとしております。教員の皆様には、本事業にご理解をいただき、大学の

研究者情報、シーズ情報の提供と更新、ならびにＷＥＢマッチングシステムおよび産学官連携プロデュ

ーサーを通じて研究成果のさらなる活用をお願いする次第です。 
 

なお、本コンソーシアムに関して、ホームページ（http://sangaku-cons.net）は 2009 年 1月 

6 日に、WEB マッチングシステム「CPAS-Net」（http://www.sangakukan.net/chugoku/ ）は 2009 年 1

月 15 日に公開しております。 
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３月の特許相談会 
 

※今月は鳥取地区のみで２回開催されます。相談をご希望の方は予約をお願いします。 

    

   【鳥取地区１】相談員：滝本智之弁理士（電機・機械関係他） 

 日 時：３月１１日（水）13：30 より 
 場 所：産学･地域連携推進機構 会議室 
  

【鳥取地区２】相談員：冨田憲史弁理士（医獣・バイオ関係他） 
 日 時：３月１２日（木）13：30 より 
 場 所：産学･地域連携推進機構 研修室 
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今月は「丹比の梅（白梅）」です。ど
うして「丹比」なのか不明ですが、
まさに「梅は咲いたか、桜はまだか
いな」で、暖かい春と桜が待ち遠し
いですね。大学事務局正面で静かな
がら存在感を感じて撮影(Y.Y） 
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「山陰発技術シーズ発表会 in 島根」 

鳥取大学シーズが参加 
 

 

 山陰地域における産学官のさらなる連携促進を図るために、 

「山陰発技術シーズ発表会 in 島根」が 3月 6日（金）島根大学 

の主催により、くにびきメッセ（島根県松江市）で開催されます。 

（右のポスター参照） 

 

  鳥取大学からは次の技術シーズ１件が発表されます。 

 

  鳥取県関係では他に次の２件が発表されます。 

題   名 発 表 者 所 属・職名 

マイクロ水力発電システムの開発 野嶋 賢吾 

鳥取県産業技術センター 

機械素材研究所 無機材料科・ 

研究員 

空気中水蒸気の電気分解によるオゾン発生

素子の開発 
池田 彰 

米子工業高等専門学校 

物質工学科・教授 

【申込方法等】島根大学産学連携センターのＨＰでご確認ください。 

（http://www.crc.shimane-u.ac.jp/h20fy/event/st-seeds/home.htm） 

【参 加 費】参加費は無料です。懇親会は会費が必要。 

【お問合せ先】島根大学産学連携センター連携企画推進部門（担当：丹生）  

       Tel：０８５２－６０－２２９０  

発表時間 １４：２０～１４：４５ 

題  名 簡易・安易な集光装置による小型太陽電池モジュールの発電電力の向上 

発 表 者 西村 亮 准教授（工学研究科 情報エレクトロニクス専攻） 

概  略 

小型太陽電池は非常用電源，アウトドアでの使用，発展途上国での家庭用電源などに

利用されている．本研究ではこのような用途での太陽電池利用の促進を主な目的とし

て，市販されている小型太陽電池に段ボールやアルミ蒸着テープなどの安価な材料で

制作した集光装置を取り付け，コストをほとんどかけずに太陽電池から得られる電力

を増大させることができることをシミュレーションと実験で示した． 



 3

ご多忙中、投稿と写真をありがとうございました。この紹介の企画も
「知財の会」を通じて皆様からのご協力を得ることができました。今
後ともよろしくお願い致します。（このシリーズは次年度に続きます）

紹介します！ シリーズ第１０回 －上山良一－ 

 今年度は5月から知的財産管理運用部門に協力していただいている学外所属職員等をシリーズでご紹介し

ています。第10回目の今月は「鳥取大学知的財産活用連携会議」（平成20年11月発足）に（財）鳥取県産業振

興機構代表の委員として参画されている特許流通アドバイザー 上山良一氏です。 
 

 《略歴と雑感～特許流通の現場から～》 

名古屋大学大学院機械工学研究科を昭和４６年３月に卒業。同年、建設機械メ

ーカの㈱小松製作所に入社し、大阪工場の生産技術部に配属。その後、３年半の

家族帯同による英国コマツ㈱での駐在、その４年後単身でのコマツハノマーグ

（ドイツ）での駐在。最後の７年間は、本社生産本部でグローバルオペレーショ

ンに携わってきた。定年まであと４年という時、父の病気悪化がきっかけとなり、

コマツを早期退社し現在の湖山に移住。そして約１年間のハローワーク通いの後、

気がついたら現在の「特許流通ＡＤ」となり、もう既に丸６年になろうとしてい

る。光陰矢のごとし。 

 この６年間、「地域産業の活性化」というより、「出会った（中）小企業の社長さんに何とか更に元気

になるきっかけを見つけて戴きたい」という思いで、ＡＤとして草の根的な活動に取組んできた。昨年、

今までの５年間の成約案件のその後の活動状況をフォローした。取り敢えず事業立上げまで辿り着いた

といえる案件は、甘く見積もっても３０％未満であった。このフォローをして見て、強く感じたことが

ある。それは、『生きた中小企業支援とは、知財の活用という上流の支援から事業立上げの川下までを

見届ける連携した支援活動』でなければならないと言うことである。 

 昨今「産学金官連携による支援」と言われるようになって久しい。地域産業の活性化を図る場合『や

る気はあるがパワーがなく、どうして進めれば良いか分からない』という底辺を支えている中小企業の

社長さんを如何にゴールまで支援できるかが重要だと考えている。そのような支援現場から見ると、「産

学金官連携による支援」が行われているという実感はない。勿論、俗人的には連携している事例はある。

周りには、産業技術センター、大学等地域企業を支援する機関が、それこそ見える距離内に存在してい

る。それが鳥取県のような小さな県の特徴である。この特徴を生かし、「生きた産学金官連携支援を追

及したい」と常々考えている。 

 大学の３つの役割の中に、『地域貢献』ということがある。鳥取大学も地域企業に対し

積極的に門戸を開いている。一般的には大学のシーズを中小企業に技術移転することは難

しいと言われている。前述の『川上から川下までを見届ける支援』という切り口に対し、

産との連携による成功事例も出始めている。九州熊本の障害者施設への技術移転の事例で

ある。この成功事例は、大学のシーズの技術移転に県内の製造メーカを巻き込み、量産技

術の仲立ちをさせるという支援モデルにより成功した産学官連携の成功事例である。 

 「生きた連携による中小企業支援」を、この鳥取県に定着させたい。そのためには、一つずつ小さな

成功事例を積重ねていくしかない。県内関連機関の支援情報の共有化、それは多分永久に出来ないだろ

う。俗人的な連携。その連携も継続可能な仕掛けが出来れば、その輪が広がっていく。県内知財関係者

の「知財の会」。この飲ュニケェーションのポテンシャルが、更にスパイラルアップしていき、生きた

連携支援に繋がっていく事を期待している。これも人口最小県の鳥取ならばこそである。これら特徴を

最大限に利用し続ければ道は開けると考えている今日この頃である。 
 

上山良一氏 
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「さんさんコンソ」事業説明会報告 
 

中国地域産学官連携コンソーシアム事業説明会が 2月 27 日（金）に放送大学鳥取学習センター 

講義室（鳥取市役所駅南庁舎５階）で開催されました。参加者は 34 名。 

 

内容：①中国地域産学官連携コンソーシアムの事業説明 

   ②WEB マッチングシステム「CPAS-Net」の特長と使用方法 

   ③WEB テレビ会議システムの特長と使用方法 

 

 

 

 

 

 

愛称「さんさんコンソ」には山陽・山陰・産学官の「さん」と共に、企業

活動・研究活動を温かく見守り助ける太陽でありたい、という意味が込め

られています。（さんさんコンソのパンフレットより抜粋） 

各種検索エンジンで「さんさんコンソ」と入力すると、「中国地域産学官

連携コンソーシアム」ホームページのトップが現れます。 
 

同様の説明会は他県でも開催されています。 
 広島県 平成 21 年 2 月 25 日（水）広島ガーデンパレス  
 山口県 平成 21 年 2 月 26 日（木）山口グランドホテル 
 
今後の予定：内容はすべて同じですのでご都合にあわせてご参加ください。 
 岡山県 平成 21 年 3 月 3 日（火）岡山大学創立 50 周年記念館（いずれも 14～16 時） 
 島根県 平成 21 年 3 月 5 日（木）松江くにびきメッセ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
知っていますか？ 

「中国地域産学官連携コンソーシアムの設立」と題して、 

鳥取大学広報誌『風紋（19 号）』2009 年 1 月号に掲載されました。 

鳥取大学の HP（広報）からもご覧になれます。 

 【 鳥大 HP ｱﾄﾞﾚｽ･･･http://www.tottori-u.ac.jp 】 
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都市エリア産学官連携促進事業（一般型） 

米子・境港エリア成果発表会 
 

 文部科学省が取り組んでいる、大学の新技術シーズを活用して新規事業の創出や研究開発型の地

域産業の育成を目指す産学官共同研究促進事業（都市エリア産学官連携促進事業）の実施地域とし

て、平成 18 年度に米子・境港エリアが採択［委託先：鳥取県（鳥取県産業振興機構）］され、研究

及び研究総括を鳥取大学が三カ年計画で実施してきました。 

 このたび本事業の最終年度成果発表会が平成21年 2月 10日に米子コンベンションセンターで開

催されましたのでご報告します。 

 

 テーマ：「染色体工学技術等による生活習慣病予防食品評価システムの構築と食品等の開発」 

 成果発表（①～⑤鳥取大学、⑥鳥取県） 

 ①「ヒト人工染色体ベクターの構築とヒト人工染色体導入マウスを利用した機能性評価技術の

開発」             生命機能研究支援センター センター長 押村 光雄 

 ②「ヒト人工染色体導入細胞を利用した機能性評価技術の開発とＨＴＳへの応用」 

医学部 教授 佐藤健三 

 ③「水産資源からの機能性食品素材抽出技術の開発」     工学研究科 教授 和泉好計 

 ④「動物臨床による機能性評価法の開発」            農学部 教授 南 三郎 

 ⑤「ヒト臨床による機能性評価法の開発」         医学系研究科 教授 久留一郎 

 ⑥「水産資源からの機能性食品素材・食品の開発」  

  鳥取県産業技術センター食品開発研究所 応用生物科 科長 有福一郎 

 

 この事業では、共同研究の中で多くの新発見があり、出願予定の

案件を含め、特許出願レベルの成果が 20 件になること他の報告が

ありました。参加者数は 136 名。 

（2月 11 日山陰中央新報掲載記事→） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

←押村光雄ｾﾝﾀｰ長（研究総括） 

↓会場の様子 
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知財ゼミ成果発表会（修論・卒論）報告 

 平成 20 年度の卒業論文・修士論文の発表会（中間発表含）が次々と行われています。 

 当部門でも 2 名の学生が 1～2 年間実施してきた知的財産関連研究成果をまとめ、2 月 20 日(金)に発

表したので報告します。 

【修士論文発表】 

発表者：高塚剛（大学院地域学研究科 地域創造専攻 地域環境分野） 

題 目：「地域ブランドの実態と評価」 

 【主要目的】地域独自のブランド力や付加価値を高めるには、 

      どのような属性がブランド価値を決定づけるのか？  

 

        地域ブランド間の位置認識を可能にする手法の提案  

 

その手法のカギとなる評価手段として、自己組織化マップ(SOM: Self-Organizing Maps)※を独自に提案。 

このＳＯＭを使い、「温泉地ブランド」や「水産ブランド」がどのような属性で決まるかを解明したユ

ニークな研究です。 

※ＳＯＭとは視覚的情報処理を可能にしたツールであり、多次元データの分類や解析に効果的である。複数

の次元のベクトル集団を繰り返し学習することにより、性質の似た属性が集まったクラスターを形成→ 2次

元のマップにその関係を映し出す【下図を参照】。 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

【卒業論文発表】 

発表者：田端海（地域学部 地域環境学科） 

題 目：「大学における知的財産動向の分析を踏まえた活用評価システムの適応と考察」 

 

 

 
 

 鳥取大学が出願した特許が社会に貢献できるかを、特許力と市場性の両

方から「人の目＝目利きの目」と「機械の目」の 2 つの視点から評価しま

した。 

弁理士や知財関係者による評価基準は主観的でかつ市場性に大きな成果を

挙げる一方、特許自動評価システムによる評価は客観的でかつ権利の取得

判断に特に有効だとの結論が得られた。特に権利の活用には人の目聞きが

影響する事が分かり、この評価手法をより一層深める必要がありそうです。 

 

マクロ分析 

知的財産の背景 

鳥取大学の位置づけ 

ミクロ分析 

知的財産活用システムの構築 

評価手法の有効性 

【主要目的】 

鳥取大学の知的財産活用の方向性を明確にする。 

知的財産の活用を図る最適な手法の有無の検討を行う。

自己組織化マップの構造
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知的財産関連の教育・研究改善推進について 

 平成 20 年度の知的財産関連の学長経費(教育・研究改善推進費)を活用し、3件の教育研究プロジェク

ト・共同研究を実施しています。それらの活動状況をご紹介します。 

 知的財産管理運用部門では、下表の 3つの主要施策【中長期的観点】を掲げ、それぞれの目標に向か

ってお互いに連携しながら活動を行っています。平成 20 年度は 3 つの主要施策からそれぞれ 1 件ずつ

のプロジェクトを興しました。 

平成 20 年度 教育研究プロジェクト・共同研究 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．知的財産のインターンシップ実践プロジェクト 

 概要については、「インターンシップ実習の報告：知財部門ﾆｭｰｽ 2008 年 11 月号【20 号､通番 49 号】」

をご覧ください。 
 

２．知的財産管理業務の効率化推進プロジェクト 

知的財産管理業務は出願→権利化→保有権の活用のあらゆる段階で、様々な知的財産管理規定やノウ

ハウが非常に多く存在し、特殊な専門技術分野を形成しています。このような状況を踏まえて、知的財

産管理業務をより間違いなくかつ効率的に管理運用することが求められます。 

本プロジェクトでは、その管理運用に必須となるマニュアルの見直し・作成を実施しました。 

具体的には、①特許法改正に伴う知的財産関係法案の把握 

②特許出願手続き・契約手続き事務事業の簡素化 

③知的財産の有効活用に係わる業務内容の見直し・改定 

を行い、事務管理者、事務職員および一般研究者向けの鳥取大学特許事務管理マニュアル（冊子）を作

成しました。このマニュアルで本学の事務職員等のモチベーション向上が期待されます。 
 

３．知的財産権の活用評価システム推進プロジェクト 

本学が出願した特許の技術移転を積極的に推進する一環として、学内評価チームおよび外部専門会社

とが合同で技術評価した対象案件が、権利活用（技術移転）能力を評価・分析するとともに、活用案件

の絞り込みをしました。具体的には、 

①絞り込まれた活用対象案件について市場動向調査結果の確認 

②絞り込まれた活用対象案件について冊子や各種イベント出展等によるＰＲ活動 

③ＰＲ活動による評価の検証 

を行った結果、当該活用対象案件の内、約半数が外部資金獲得、共同研究の締結、そしてライセンス契

約を締結していることが確認されました。今後は、この活用評価システムを利用した活動の蓄積を図り、

このシステムを確立していきたいと思います。 

 

 １ .部門の整備･運営 
目標＊法的基盤整備・知財啓発 

＊学生教育 
知的財産インターンシップ  

実践プロジェクト  

３.知的財産権活用の整備・運用
目標＊知的財産権の活用推進の拡充 
知的財産権の活用評価システム

推進プロジェクト  
 

２ .知財管理業務の運用推進 
目標＊知財創出･権利化の事務管理業務 

＊知財情報管理システムの整備･拡充 
知的財産管理業務の効率化  

推進プロジェクト  
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平成 19 年度 大学等における産学連携等実施状況 
 

 今回は、共同研究等の平成 19 年度実績について、鳥取大学と上位 30 機関との比較を掲載してい

ます(下表)。 

 この「大学等における産学連携等実施状況」については、全 61 ページ（資料含）の調査結果で

すので、詳しくは文部科学省 HP※をご覧下さい。 

※文科省 HP URL＝http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/sangaku/sangakub/08080708.htm 

平成 19 年度共同研究等実績（上位 30 機関） 

 

 機関名 件数  機関名 件数  機関名 件数  機関名 金額 

1 東京大学 1008 1 京都大学 817 1 東京大学 1254 1 名古屋大学 105,708

2 京都大学 766 2 東京大学 580 2 日本大学 314 2 東京大学 86,679 

3 大阪大学 764 3 東北大学 544 3 東京工業大学 306 3 大阪大学 47,483

4 東北大学 698 4 東京工業大学 499 4 慶應義塾大学 283 4 日本大学 46,123

5 九州大学 579 5 大阪大学 414 5 大阪大学 134 5 慶應義塾大学 42,590

6 東京工業大学 447 6 北海道大学 314 6 広島大学 132 6 東京工業大学 42,165

7 北海道大学 413 7 広島大学 294 7 東海大学 129 7 
奈良先端科学技術
大学院大学 34,147

8 名古屋大学 390 8 慶應義塾大学 273 8 北海道大学 119 8 金沢大学 19,942

9 筑波大学 335 9 九州大学 258 9 名古屋大学 113 9 千葉大学 19,319

10 慶應義塾大学 304 10 東海大学 239 10 東北大学 86 10 広島大学 18,252

11 千葉大学 287 11 名古屋大学 231 11 九州大学 78 11 東北大学 16,447

12 広島大学 274 12 日本大学 170 12
奈良先端科学技術
大学院大学 59 12 横浜国立大学 13,301

13 東京農工大学 267 13 長崎大学 155 13 岡山大学 56 13 静岡大学 12,991

13 信州大学 267 14 大阪府立大学 145 14 金沢大学 53 14 札幌医科大学 12,800

15 神戸大学 265 15 名古屋工業大学 144 14 静岡大学 53 15 九州工業大学 12,338

16 静岡大学 249 16 岡山大学 141 16 香川大学 50 16 北海道大学 11,359

17 三重大学 247 17 東京理科大学 136 17 東京医科歯科大学 46 17 早稲田大学 11,258

18 名古屋工業大学 220 18 
奈良先端科学技術
大学院大学 131 17 九州工業大学 46 18 近畿大学 9,805

19 岡山大学 219 19 信州大学 129 19 早稲田大学 45 19 九州大学 9,785

20 岐阜大学 216 20 神戸大学 117 20 金沢工業大学 42 20 京都大学 9,126

21 山口大学 211 21 東京医科歯科大学 116 21 東京農工大学 37 21 岡山大学 9,079

22 電気通信大学 205 22 徳島大学 115 22 京都大学 35 22 長崎大学 8,978

23 金沢大学 192 22 九州工業大学 115 23 徳島大学 34 23 大阪府立大学 8,470

24 徳島大学 187 24 早稲田大学 114 24 神戸大学 31 24 立命館大学 8,296

25 大阪府立大学 186 25 東京農工大学 110 25 岩手大学 30 25 徳島大学 7,281

26 岩手大学 182 26 群馬大学 109 26 岐阜大学 29 26 
北陸先端科学技術
大学院大学 7,105

27 茨城大学 170 27 千葉大学 108 26 同志社大学 29 27 筑波大学 6,852

28 群馬大学 166 28 金沢大学 104 28 山口大学 28 28 東京理科大学 6,282

29 九州工業大学 161 29 筑波大学 97 28
群馬工業高等専門
学校 28 29 芝浦工業大学 6,183

30 鳥取大学 160 30 静岡大学 94 28 明治大学 28 30 同志社大学 6,073
            
          は鳥取大学  
          は中国地区の大学  

     【参 考】    特許出願件数    特許権実施等件数    特許権実施等収入（千円） 

 
   

 
鳥取大学 
内訳 国内出願 
      外国出願 

55 
47 
8 

 
鳥取大学 
内訳 有体物以外
 

5 
5 
 

 
鳥取大学 
内訳 有体物以外
    

858 
858 
 

                                  【補足】有体物 1件 2,100（千円） 

共同研究実績件数 特許出願件数 特許権実施等件数 特許権実施等収入 (千円) 
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