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４月の特許相談会 
 

※今月は鳥取・米子地区（偶数月に開催）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１４日（火）13：30 より 
   場 所：産学･地域連携推進機構 会議室 
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（山岸大輔氏撮影） 

【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１３日（月）13：30 より 
   場 所：医学部 学務・研究課 第１会議室
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【巻頭言】 

「知的財産管理運用部門の今後の活動について」 

 
 

知的財産管理運用部門は、平成１６年に発足した知的財

産センターが、平成１９年度の産学・地域連携推進機構（以

下、機構）の発足に伴って機構内に統合され、1 つの部門

として活動してきた。その間、県内の組織とも連携しなが

ら、学内の特許案件の出願やその管理などの知的財産の管

理運用に関する業務を一手に引き受けてきました。 

また、毎年学内各研究室での活動成果として、卒業研究の発表会や修士論文・博士論文の公

聴会がありますが、それぞれの活動を教育や研究面から捉えがちな教職員に、知的財産の維持

管理という面からの配慮を得るには、学生も含めたコンセンサスを得る必要があり、現状でも

問題点がいくつも指摘されているのも事実です。中でも“利益相反”という言葉は、これまで

の大学教職員にとっては聞きなれない言葉の一つですが、今後研究成果を現実の社会へ還元し

ていくことが求められていることを考えると、この言葉の持つ意味を学内でしっかり議論をし

ておく必要があります。このように大学としては馴染みの薄かった面からの研究成果の捉え方

を、学内に啓蒙していくのも知的財産管理運用部門の大きな役割の一つとなっています。 

                      

さらに一方では、平成２０年度に文部科学省の「産学官連携戦略展開事業（戦略的展開プロ

グラム）」に採択され、本学は「中国地域産学官連携コンソーシアム」を岡山大学と設立し、

その運営に携わっています。この事業は、中国地域の大学や高専と連携しながら、本学が持つ

知的財産の地域企業における利活用を推進していこうとするものです。 

本学に産学連携プロデューサーが配置されたことでも分かるとおり、本事業の展開とともに

知的財産管理運用部門の業務、ひいては機構の業務内容が一回り大きくなったと考えています。

すなわち、従来は企業が望むニーズと大学が持つシーズをマッチングさせる活動が中心であっ

たものが、今後は、本学が持つ技術を 1つの核にして、新たな提案を主体的に学外に向けて示

していくことが求められてきています。 

その際には、「技術はよかったけれども、事業としては失敗した」という例を耳にすることが

よくあるとおり、単に技術面からの提案だけでなく、事業の経営面からの提案も含まれている

のは当然です。このような経営面からの提案ができる人材を送り出せるよう、職員を育成して

いくことも本事業の目的に含まれています。 

以上、今後の知的財産管理運用部門の活動について述べました。文部科学省からの交付金が

年々削減されている現状を考えると、大学自らが持つ知的財産を管理運用していく体制を整え

るか否かは、大学が向かう方向を決定する事項の１つともいえます。今後の知的財産管理運用

部門の活躍とその成果に期待するところです。 

産学・地域連携推進機構長 

菅原 一孔氏 
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紹介します！ シリーズ第１１回－山岸大輔－ 
  
このシリーズでは、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前年度から継続し紹介して

います。今月は、前年度までの３年間独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）・産業技術フェロ

ーシップ事業のNEDOﾌｪﾛｰとして本学で活動されていた山岸大輔氏です。平成２０年５月号でも一度紹介しましたが、

この４月から本学の助教として知的財産管理運用部門に配属されましたので、再度紹介し、抱負を語っていただき

ます。 

 

 

この度、産学・地域連携推進機構知的財産管理運用部門に助教として採用

されました山岸大輔です。宜しくお願い致します。 

出身は大阪府ですが、鳥取には平成 13 年から鳥取大学連合大学院におい

て「植物病原菌の病原性遺伝子の解析」をテーマに博士課程を修了し、平

成 18 年 10 月から新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）の養

成技術者（ＮＥＤＯフェロー）として鳥取大学の知的財産管理運用部門で知的財産に関する

実務能力の向上を目指し、ＯＪＴにより学んできました。これまで大学教職員、鳥取県の知

財関係者、全国のＮＥＤＯフェロー関係者など多くの方々にご指導、ご協力賜り、またネッ

トワークを築けたことは、心身（体重）共に本当に大きく成長することができましたことを

感謝しています。 

 

これからは、大学の研究成果をより一層社会で活用されることを目標にして、知的財産の創

出・管理、実用化研究をサポートし、社会への波及的効果を考慮した柔軟な知的財産マネジ

メントを行っていくために必要な知識と技術の修得を行っ

ていきたいと考えています。また、大学には地域社会に必要

とされている研究・技術も多く存在していることから、それ

ら研究成果や開発した技術を発掘し、地元企業とのマッチン

グにより実用化に結びつけていくことで、鳥取大学を含む鳥

取県全体に貢献できるよう、努力していく所存です。 

 

引き続き、皆様のご指導、ご協力賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。 

 

   

 

（４／１着任式） 

山岸先生、原稿と写真をありがとうございました。 

実は今月号の表紙の「桜」も、山岸先生が撮影されたものです。 

教えていただいた撮影方法もすぐには理解できないので、今後も趣

味として会得した写真技術を教えてくださいね。部門ニュースの表

紙も空けておきますので、作品をどんどん披露してください。 

今年度は「花」をテーマにしています。 
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中国地域産学官連携コンソーシアム事業の愛称『さんさんコンソ』をもう憶えていただけたでしょう

か？『さんさんコンソ』の事業も初年度が終了しました。平成２０年度の目標であった体制整備をほぼ

完了し、いよいよ本格的稼働へと動き出しました。今後はホームページや、WEB マッチングシステム

「CPAS-Net」の研究シーズや研究者情報などデータベースの内容を充実させて、企業会員数を増強して

活発な産学官連携の場を提供いたします。 

 

教員の皆様へ 

「CPAS-Net」の ID とパスワードを発行しています 鳥取大学の教員の皆さんには ID とパスワードを

発行し、電子メールでお送りしました。新しく着任された先生方、医学部の先生方にはご自身で事務局

に登録していただくよう電子メールでお願いしております。まだ ID とパスワードが届かない、そのよ

うなメールは配信されていないなど、お困りのことや疑問がありましたら、お気軽にコンソーシアム事

務局にお知らせ下さい。他大学等の皆様もご連絡下さい。 

 

シーズ情報や研究者情報の更新をお願いいたします 初期データとしてシーズ集データや技術相談

員情報を掲載しています。研究の進捗にあわせて内容を更新していただくか、最新情報をお寄せいただ

けば掲載いたします。卒業研究のテーマを研究シーズとして掲載させていただくなど「CPAS-Net」の情

報をさらに充実させようとしております。皆様のご協力をお願いいたします。 

 

「CPAS-Net」は研究支援ツールです 「CPAS-Net」は研究開始前や特許出願前に先行技術調査を行う、

共同研究相手を探すなど、研究支援ツールとしても有効です。キーワードを登録しておけば、毎週新情

報が電子メールで届けられるので、最新情報を効率良くフォローするのにも役立ちます。 

 

研究成果を技術移転し、新たな研究の源としましょう ホームページでは優れた旬の研究シーズをピ

ックアップして「一押し技術」として掲載します。また、知的財産を包括的に売り出す「面的技術」に

も取り組んでいます。詳細はホームページをご覧ください。産学官連携プロデューサーは技術移転先や

共同研究先を見つけるお手伝いもいたします。研究成果を技術移転し、社会貢献を果たすとともに、さ

らなる研究の原動力として下さい。 

 

企業の皆様へ 

「CPAS-Net」を活用して新事業を展開しましょう 「CPAS-Net」は中国地域の「知」の宝庫です。

「CPAS-Net」を十分に活用するには ID とパスワードが必要です。まずはご登録下さい。中国地域の大

学研究シーズを検索し、御社の新規事業開発等にご利用下さい。キーワードを登録しておけば、毎週新

情報が電子メールで届けられるので、最新情報を効率良くフォローするのにも役立ちます。遠隔地の大

学等の教員とはテレビ会議システムを無料でご利用いただけます。検索のお手伝いからマッチング、契

約支援まで、産学官連携プロデューサーがさまざまな場面で皆様をサポートいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

教員の皆様へ 

企業の皆様へ 

CPAS-Net への登録、お問い合わせ先 

中国地域産学官連携コンソーシアム事務局（立石・本松） 

電話：086(251)7151 FAX：086(251)8467 Email :  info@sangaku-cons.net 

ホームページ（http://sangaku-cons.net/）には CPAS-Net 登録申込書が掲載されています。 

必要事項をご記入の上、電子メールか FAX で事務局にお送り下さい。 

『さんさんコンソ』 

（中国地域産学官連携コンソーシアム事業）からのお知らせ 
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さんさんコンソの外部評価委員会報告 
 

 
 

 

 
産学官連携ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ 清水克彦 

 
 中国地域産学官連携コンソーシアム事業では効率良く、確実に事業目標を達成するために、産学官連

携活動の有識者に外部評価委員をお願いし、半期に一度外部評価委員会を開催して、客観的な評価を受

けることとしています。去る３月２５日（水）ホテルグランヴィア岡山３階サファイアの間において第

１回の外部評価委員会が開催されました。外部評価委員をお願いした７名の皆様には就任をご快諾いた

だき、当日は年度末の忙しい時期にもかかわらず全員がご出席されました。委員会には正会員、特別会

員からもご出席いただき、議事の進行をご覧いただきました。 

 

 委員会は本学産学・地域連携推進機構知的財産管理・運用部門長佐々木教授の司会により開会され、

岡山大学理事、副学長、研究推進産学官連携機構 曽良機構長の挨拶の後、全委員の賛同を得て徳島大

学 教授 研究連携推進機構 知的財産本部 産学連携研究企画部長 佐竹先生が委員長に就任され

ました。 

 佐竹先生の議事進行により、渡邊事務局長（岡山大学研究推進産学官連携機構 副機構長）より事業

概要、遠藤、秋田（以上岡山大学）、清水（鳥取大学）産学官連携プロデューサーおよび本松ネットワ

ーク管理者による平成２０年度事業報告、菅原副事務局長（鳥取大学産学・地域連携推進機構 機構長）

より平成２１年度の事業予定の発表がありました。 

 これらの発表を受けて各委員より質問および意見を述べていただきました。研究シーズの全国展開を

視野に入れる要望があった一方で、地域の知の集積点として

地方大学が地域経済における役割を果たすべきとの声があ

りました。他のデータベースとの棲み分けやアピール点を明

瞭化することが重要であるとの指摘もいただきました。また、

地域連携は困難であるが重要であり、事業の発展への期待も

いただきました。さんさんコンソの活動を成功させて、中国

地域の連携を核にさらに連携を全国規模で発展させてほし

いと委員長が結びました。次回（平成２１年秋頃）は鳥取地

区で開催されることとなりました。 

 

 

外部評価委員会参加者(敬称略、あいうえお順) 

＜外部評価委員＞ 

（独）産業技術総合研究所 産学官連携推進部門企業・大学連携室長 伊藤日出男 

（独）科学技術振興機構 産学連携事業本部 技術移転促進部 権利化支援課長 菊地博道 

（国）徳島大学 教授 研究連携推進機構 知的財産本部 産学連携研究企画部長 佐竹弘 

（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構 環境技術開発部 主任研究員 菅原和繁 

 経済産業省 産業技術環境局大学連携推進課長 谷明人 

（学）立命館大学 研究部 副部長 グローバル・イノベーション研究機構 教授 中谷吉彦 

 野村證券（株）法人企画部 公益法人課 産学官連携シニアマネージャー 平尾敏 

＜事務局＞１２名（岡山大学８名、鳥取大学４名） 
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知的財産管理運用部門の中長期計画と平成２１年度計画について 

Ⅰ．知的財産管理運用部門のミッション【役割・行動指針】 

平成２０年度に文科省の産学官連携戦略展開事業に、産学官連携の強化による知的財産 

の活用と知的人材の育成を主体に活動する「中国地区産学官連携コンソーシアム事業」を 

提案・採択された事を機に、このコンソーシアム事業と連動した形で、当部門の中長期計 

画第３段となる『知的財産の戦略展開段階：知的財産運用の持続的改革と産学官連携体制 

の強化』を掲げ、平成２１年４月から３年間の予定で実施します。 

    

Ⅱ．知的財産管理運用部門の活動業務内容 

主要な活動業務は、基本的に以下の３つのカテゴリー毎で実施します。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 １．知的財産管理運用部門の整備・運営 

１）知的財産管理運用基盤の継続的整備・構築 

 ①全学知的財産方針・戦略の策定として第３次中期計画の立案 

 ②知的財産管理運用部門年度計画及び中国コンソ年度計画の立案 

 ③知的財産に係わる規定や制度類について、産学官連携に伴う各種知的財産制度・ 

  契約の見直しや特許法改正に伴う制度改定と運用の実施 

 ④知的財産協力体制の構築のため、各種連絡会等の企画・実施 

２）全学知的財産活動啓発と学生教育の推進 

 ①広報等活動として、ＨＰ・広報誌の作成、部局との連絡等の実施 

 ②共通教育科目での授業で「技術と知的財産」を展開 

 ③工学部（ＭＯＴ）における「イノベーションと知的財産権」の授業実施 

 ④公開講座や知財インターンシップの開設・実施 

 
 ２．知的財産管理業務の運用推進 

１）知的財産の創出・権利化機能の充実 

 ①市場調査・特許相談等による発明の発掘・充実化等の技術業務の推進 

 ②国内外における知的財産関連経費の把握及び科学技術振興機構の「特許出願支援 

   制度」利用による海外特許取得経費低減策の実施 

２）知的財産情報管理システムの整備・拡充 

 ①特許経費管理や知財手続き管理手法の確立 

 ②知的財産管理システムや情報システムの運用・管理 

 
 ３．知的財産権活用の整備・運用推進 

１）知的財産権の活用推進体制の拡充 

 ①知的財産権の活用評価システムの構築 

 ②企業等への技術移転を積極的・継続的に展開 

２）知的財産活用に係わる普及活動の推進 

 ①情報ツールを利用した本学知的財産権の普及活動の実施 

 ②CIC 新技術説明会等のイベントへの出展による PR 活動の実施 

 ③大学保有のシーズ集・パンフレットの作成や売り込み支援 
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Ⅲ.スケジュール 

  その全体のスケジュールは、以下のように計画しています。 

 

H20 年             H21 年             H22 年            H23 年            H24 年 

     ４ 月      ４ 月      ４ 月      ４ 月      ４ 月      

Ｐプロ第１期生Ｐプロ第１期生Ｐプロ第１期生Ｐプロ第１期生Ｐプロ第１期生Ｐプロ第１期生Ｐプロ第１期生Ｐプロ第１期生Ｐプロ第１期生Ｐプロ第１期生Ｐプロ第１期生Ｐプロ第１期生Ｐプロ第１期生第2期中期計画
第３段中期計画

法改正対応での制度改定と新規制度の検討・構築

共同研究・外部資金獲得・ライセンス等への知的財産権の活用

全出願案件の上限設定及び共同出願＆海外出願案件の増大策の実施

年計年計
年計 年計

中国地区産学官連携による知的財産の活用と人材育成の推進

授業内容検討、広報活動の実践 改定 改定改定改定

知的財産の基盤拡充 知的財産の戦略展開：知的財産運用の持続的改革と産学官連携体制の強化全体

１-１）

１-１）

１-１）

１-２）

２-１）

２-２）

３-１）

３-２）

権利活用案件の増大策の検討・実施

特許事務処理を主体とした知財管理手法の確立

知的財産権活用に係わる普及活動の推進

知的財産権の活用評価システムの構築

知的財産管理システムの運用・改定

本学での技術移転機関の検討

年計

中国コンソ立ち上げ

年計 年計年計 年計

知財管理手続き手法の確立(マニュアル改訂)

知的財産管理システム・特許情報システムの運用・改定

 

 

 

Ⅳ.平成２１年度計画について 

 当部門の中長期計画第３段である『知的財産の戦略展開段階：知的財産運用の持続的改革

と産学官連携体制の強化』の初年度として、「中国地域産学官連携コンソーシアム事業」と連

動した活動を展開します。 

 

 

１.知的財産管理運用部門の整備・運営  
１）知的財産の管理運用基盤の継続的整備・構築 

①知的財産に係わる法律改定に伴い本学知的財産の管理運用取扱規則の制定・見直し及び 

産学官連携に伴う契約書改定や各種契約業務内容の見直し。 

②文部科学省の産学官連携戦略展開事業である「中国地域産学官連携コンソーシアム」の 

下で 

 ⅰ）知的財産関連行政機関や他大学の知的財産部門等との連携による全研究者のシーズ 

   等、学内外規則の策定。 

 ⅱ）知的財産講演会や利益相反セミナーの開催を実施。 

２）知的財産活動啓発及び学生教育と知的財産技術・事務管理者の養成推進 

①全学共通科目教育、MOT 教育、公開講座等を通じて知的財産に関わる学生教育を実施する。 
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②知的財産事務・管理者用マニュアルの作成および改定を逐次実施し、事務・管理業務能力 

 の組織的育成の維持・向上を図る。 

③インターンシップの一環として、高度特許技術者を目指す学生の受け入れを引き続き実施 

 するとともに、「さんさんコンソ」の中で策定する知的財産教育プログラムと呼応して、 

高度特許技術者を目指す学生、学内若手研究員、知財実務者（事務職員等）の知的財産教 

育の実施を検討する。 

 

２.知的財産管理業務の運用推進  
１）知的財産の創出・権利化機能の充実 

①専任教員や客員教授（弁理士）などによる教員に対する特許相談を継続的に実施する。 

②明細書作成に必要な新規性・進歩性などを評価する特許技術的調査と外部委員を含めた市 

 場性評価を着実に実施する 

③拒絶理由などに対する意見書・補正書の作成など、一連の国内外の特許における出願・権 

 利化に係わる特許技術機能の継続的維持・向上を図る。 

④特許の海外出願に係わるコスト低減を目的として、国のＰＣＴ支援制度や企業との連携強 

 化など、戦略的海外出願体制の維持・強化を図る。 

２）知的財産情報管理システムの整備・拡充 

①知的財産管理システム（TL 王）を活用し、知的財産一括管理運営の充実を継続する。 

 

３.知的財産権活用の整備・運用推進  
１）知的財産権の活用推進体制の拡充 

①本学創出の知的財産権の活用評価について、知財評価指標の作成など全学的に共通な評価 

 水準のガイドラインを設定する。 

②「中国地区産学官連携コンソーシアム」の一環として、鳥取県内の自治体や公設試等の協 

 力で設立した「鳥取大学知的財産活用連携会議」を活用し、企業への技術移転にかかわる 

 方策を立案する。 

２）知的財産権活用に伴うＰＲ活動等の推進 

①産学・地域連携機構ホームページ、知財部門ニュース、研究成果、展開総合データベース 

 (J-STORE)、技術シーズ統合検索システム(e-seeds.jp)等を活用して、大学保有のシーズの 

 売り込み支援等の本学知的財産権の普及を継続的に図る。 

②イノベーションジャパン、CIC 新技術説明会等への本学シーズの技術移転による研究成果 

 の還元を図る。 

 
 
 
 

＊＊＊編集後記＊＊＊ 

平成 16 年度刊行の知財ニュース第 1号から数えると、平成 21 年度は 6年度目になります。 
新たな気持ちで望もうとトップページを一新しました。新しい表紙には鳥取大学のシンボルマークとイメージ
キャラクター「とりりん」で構成しましたが、少し地味になりましたか？ 
でも、新シリーズも企画中など、内容は熱く色彩豊かにしたいと思っていますのでご期待ください。(Y) 

＊＊＊特許相談＊＊＊ 

相 談 員：佐々木茂雄（知的財産管理運用部門長）    TEL：0857-31-6000(直通)（内線 2765） 
      山岸 大輔（知的財産管理運用副部門長・助教）TEL：0857-31-6094(直通)（内線 4072） 
場   所：産学・地域連携推進機構２F 知的財産管理運用部門 FAX：0857-31-5474(専用) 
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：知財部門 ML／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/  

＊＊＊刊行物＊＊＊ 

知財部門ニュース 4月号＜25 号＞（通番 54 号、2009 年 4 月 6日発行） 

  編集：知的財産管理運用部門  発行:鳥取大学 産学･地域連携推進機構 



- 1 - 

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。 

 
       【鳥取地区】 
   相談員：冨田憲史弁理士 

         （医獣・バイオ関係他） 
   日 時：５月１１日（月）13：30 より 
   場 所：産学･地域連携推進機構 研修室 
  
   ＜お知らせ＞６月相談会予定 滝本弁理士 6/11（木） 冨田弁理士 6/12（金、米子地区開催） 
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  産学・地域連携推進機構 

知財部門ニュース 
２６号
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【鳥取地区】 
      相談員：滝本智之弁理士 
        （電機・機械関係他） 
   日 時：５月１３日（水）13：30 より 
   場 所：産学・地域連携推進機構 会議室 

（題名「パンジー」、絵：中村宗和名誉教授）



 2

  【巻頭言】 

「当財団は鳥取県における産学連携の架け橋！」 

 

知的財産管理運用部門の皆様には大変お世話になっています。鳥取

大学とは以前から「産学金官連携」のパートナーとして様々な活動を

一緒に行ってきましたが、当財団ではこれを進化させ昨年度から「大

学連携推進室」を設置し、鳥取空港近くに「鳥取大学工学部付属電子

ディスプレイ研究センター」との共同オフィス立ち上げました。 
 

当財団の企業支援体制と地域イノベーションの創出は、産学金官連

携が重要な手段であり、地域の発展に向けた取り組みを考えてみまし

た。 

皆様もご承知のように、今世界的な経済不況の真っ只中であり、県内

の企業においても人員削減、設備投資の延期等、あらゆる努力をしてお

ります。 

 この状況を打破し、地域の発展を図るには「ものづくり」を基盤とし

た県内企業の生産力、技術力を高める事が鍵となります。 

 

 この様な状況の中、当財団では、県の戦略的な産業支援体制の中「経営のサポートセンター」と

して体制を強化し、受発注開拓支援、海外を含めた販路開拓支援、起業化支援、人材育成支援、産

学金官連携の推進を重点に事業をしています。 

 また、企業の高度化、高付加価値化を図るため市場を重視した、新事業･新技術の創出を推進す

るセクションを設置するなど、企業の体質強化と自立化の推進に取り組んでいます。こうした取り

組みにより、徐々に経営者の意識も変化し、企業体質の改善や新分野への取り組みなど、挑戦意欲

が高まり自立化が進展しているように感じられます。 
 

しかし、都市圏と地方の産業･経済の格差が広がる中、都市圏や他の地域に負けない産業を築く

には、同じ目的に立った地域の企業、大学、研究機関等が相互に協力し行動することが大切で、こ

のことは企業の体質強化と改革のスピードを促進し、さらには多様な経営戦略を構築することにな

ります。また、企業等が相互の協力関係を築くことは個々の企業の企業力がさらにパワーアップさ

れるなど相乗効果をもたらし、特に大手メーカー等からの受注の拡大、新商品の開発などには有効

な手段と考えています。 
 

当財団は、国、県、市町村等行政機関、鳥取大学等高等教育機関、試験研究機関、公的支援機関

の中核として、従来から取り組んでいる産学金官連携事業やイノベーション創出事業、さらには関

係機関との研究会や交流事業に取り組んでおり、新事業の創出や新商品開発などに実積を上げてい

ます。 

県内企業から鳥取大学に期待する声をよく聞きます。地元企業と

幅広いネットワークを持つ当財団が橋渡し役として鳥取大学の力

を地域に引き出すお手伝いが出来ればと思っています。 

 

 

 

財団法人鳥取県産業振興機構 
  理事長 金田 昭氏 
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Ｑ＆Ａ「ライフサイエンスに関する知的財産の話題紹介」 
  

平成２１年の春を迎え、知的財産に係わる様々な「たより」が届いています。その中で「ライフ

サイエンス」に係わる特許微生物の寄託制度の運用変更の１事例とシステム２事例を紹介します。 

１）微生物の寄託制度の運用変更 

Ｑ１：今回、特許微生物の寄託制度の運用が変更されたとのことですが、先ず特許微生物の寄託制

度とはどのようなものか？また、特許出願と微生物の寄託のとはどのような関係にあるの

か？教えて下さい。 

Ａ１： バイオ関連における特許を成立させるためには、発明がなされた事実について第三者が再現で

き、保証されることが必要です。具体的には、微生物を利用した発明の要件を満たすために、『微

生物の寄託：特許法施行規則第 27 条の 2』と『微生物の分離：特許法施行規則第 27 条の 3』

が必要となります。即ち、発明者（出願人）は、当該微生物を所定の機関に寄託することに

よって、公的に当該微生物が存在することを証明するとともに、寄託された当該微生物が第

三者の要求で分譲し、いつでもその再現性を保証できるようにする制度です。 

   従って、微生物に係わる特許出願には、所定の機関に寄託して得た『受領書』の写しと明

細書を特許庁に提出することが必須となります。 

 

Ｑ２： それでは、微生物に係わる発明には、どんな微生物についても『受領書』が必要となるので

しょうか？ 

Ａ２： いいえ違います。『微生物の寄託：特許法施行規則第 27 条の 2』には、寄託されなければ

ならない微生物として「その発明に属する技術の分野における通常の知識を有するものが容

易に入手できる場合を除く」と規定されています。即ち、パン酵母菌や納豆菌や生物遺伝資

源機関から容易に入手可能なものは寄託の必要はありません。 

 

Ｑ３：この寄託制度は国内も海外も同一ですか？ 

Ａ３：基本的に「国内寄託」と「国際寄託」に分かれます。寄託制度の目的は同一ですが、その根拠と

なる法令や寄託機関等が違います。その比較表を下表に示します。外国へ特許出願する場合は、日

本国内の寄託機関を利用できます。 

 国内寄託 国際寄託 

根拠となる法令 特許法施行規則第 27 条の 2 特許手続き上の微生物の寄託の国
際的承認に関するブタペスト条約 

寄託手数料 新規１年で、２年目以降は希望年
数の支払いが可能 

３０年（一括払い） 

取り下げ 可 ３０年間不可 

他制度への移管 国際寄託への移管可 国内寄託への移管不可 

保管期間 任意 ３０年 

 

Ｑ４：日本における寄託機関はいくつありますか？ 

Ａ４：現在、日本において特許庁長官が指定する機関で、かつ日本が国際寄託当局として保証を与えて

いる機関は、独立行政法人 産業技術総合研究所 特許生物寄託センター(IPOD)と独立行政法人 製品

評価技術基盤機構 特許微生物寄託センター(NPMD)の２機関があります。この２機関では、寄託でき

る微生物の範囲が異なりますし、寄託範囲であっても各機関が独自に定めるバイオセーフティレベ

ル３以上の微生物や遺伝子組換え生物等の使用にあたって執るべき拡散防止措置等で定めるＰ３等

レベルが必要な生物種は寄託範囲外とされています。 

 

Ｑ５：寄託制度の運営変更は、どのような背景で起こり、またどのような内容ですか？ 

Ａ５：遺伝子組換え等のバイオテクノロジーの急速な発展に伴い様々な微生物関連発明が創出されるよ 
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うになりました。平成１９年度秋に安全管理上の問題が起こりえる可能性が認識されたのを機に、日

本の寄託機関における制度、運営に関する規定等の全面的な見直し検討を行う『特許微生物寄託制度

に関する検討委員会』を設け、その場で、①特許微生物機関の指定のあり方と安全・倫理面からの法

令順守、②寄託に係わる手数料、③寄託制度の適用範囲の拡充、④分譲された微生物の取扱い、⑤寄

託終了後の微生物の取扱い、⑥寄託時に寄託者に要求するサンプル数、⑦寄託要否の明確化について

論議されました。そして、その結果が平成２１年２月に特許庁総務部企画課より「特許微生物寄託等

事業実施要綱（平成十四年経済産業省告示第百九十一号）の一部を改正する告示案等について」で公

表されました。 

 

Ｑ６：その中で、何か本学の教員等に知ってもらいたい内容はありますか？ 

Ａ６：一例を紹介します。特許寄託手続きにおいては先ず寄託申請からスタートしますが、その寄託申

請時での提出物の内容が変更されました。具体的には、独立行政法人 製品評価技術基盤機構 特許

微生物寄託センター(NPMD)から今年の３月１日より、寄託本数の低減の通知がありました。 

 その概略内容は以下の通りです。 

 

 

 

 

   寄託する生物種 

 
細 菌 放線菌 古細菌 酵 母 糸状菌 ﾌﾟﾗｽﾐﾄﾞ

ﾊﾞｸﾃﾘｵ 
ﾌｧｰｼﾞ 

動 物 
細 胞 

受精卵

形態 凍結標品もしくは凍結乾燥標品 凍結標品 

本数 １０本以上（同一ロット） １２本以上 

  その他の詳細については、別途 NPMD のホームページ参照。 

 

Ｑ７：この場合、寄託本数の低減に伴う手数料に関する変更はありますか？ 

Ａ７：今回の低減による手数料の変更は基本的にありません。いずれにしても、本件についての問い合

わせは、当部門にお願いします。 

 

２）リサーチツール特許データベース 
リサーチツール特許のデータベースが４月１日に独立行政法人工業所有権センターからリ

リースされるとの発表がありました。 

 

Ｑ１：そもそもリサーチツール特許とはどのようなものをいうのですか？ 

Ａ１：総合科学技術会議による『ライフサイエンス分野におけるリサーチツール特許の使用の円滑

化に関する指針』では、リサーチツール特許は次のように定義されています。 

 

 

 

 
注１) １つの抗体産生細胞からは１種類の抗体しか産み出されない性質を利用して作られた抗体で、バイオ

テクノロジーによって作り出された単（モノ）クローン抗体のことをいいます。 
特定の抗原に作用する抗体を量産できることになったため、近年、癌組織にだけ集中的に攻撃する局
所療法などで盛んに利用されている。 

 
注２) 迅速に実施可能な検査等による無自覚な疾病や傷害を暫定的に選別する方法をいう。 

 

Ｑ２：それでは、リサーチツール特許のデータベースとはどういうものですか？ 

 

リサーチツール特許の定義 

「ライフサイエンス分野において研究を行うための道具として使用される物又は方

法に関する日本特許をいう。これには、実験用動植物、細胞株、単クローン抗体注１、

スクリーニング方法注２などに関する特許が含まれる。」 

従来２０本
 ①微生物：１０本以上 

②動物細胞、受精卵 １２本以上
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Ａ２：リサーチツール特許の提供機関である大学や研究機関及び民間企業とリサーチツール特許を 

活用する大学や研究機関などを結ぶインターネットサービスのことであり、リサーチツール

特許や特許に係わる有体物などを円滑に利用することが可能となります。このデータベース

を用いてライフサイエンス分野の研究開発に活用して下さい。 

 

Ｑ３：どのようなリサーチツール特許がデータベースとして収録されていますか？ 

Ａ３：独立行政法人工業所有権センターでは、 

  (1)汎用性が高く、かつ代替性が低いもの 

  (2)独占により研究開発に支障が生じる可能性のあるもの 

  (3)権利者が第三者から研究段階において特許を使用するための許諾を求められた場合、

事業戦略上の支障がある場合を除き、その求めに応じて非排他的ライセンスの供与が可

能なもの 

    を収録しているとのことです。なお、平成２１年３月１６日にリサーチツール特許データベー

スをプレリリースされており、その登録件数は８５７件です。 

 

Ｑ４：その中味を見たいのですが、検索はどこからできるのでしょうか？ 

Ａ４：リサーチツール特許データベース http://www.ryutu.inpit.go.jp/RTPatents/ から検索できます。

非常に簡単に検索できますので、一度チャレンジして下さい。もし、質問等がありましたら、当部門に

連絡して下さい。また、リサーチツール特許データベース全般に関する質問や不明な点等について、直

接問い合わせをしたい方は、下記の「お問い合わせ先」までご連絡下さい。 

 

 

 

 

 

 

３）品種と特許の一元的検索システム（aff-chizai サーチ） 
農林水産知的財産ネットワークである「品種と特許の一元的検索システム（aff-chizai サーチ）」が、

社団法人農林水産技術情報協会から、４月１日に稼働を開始するとのお知らせがありました。 

 

Ｑ１：この品種と特許の一元的検索システム（aff-chizai サーチ）でどのようなことができるのですか？ 

Ａ１：品種とそれに関連する特許が一つの入力窓口から、キーワード等で検索可能です。品種を加工し 

た製品を開発する際に、関連特許があるかどうかを事前に把握することができます。この際、検 

索した品種に品種活用情報が入力されている場合は、品種利用の許諾の可否、セールスポイント

等が表示されます。その概念図は以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検索画面からのリクエストに応

じて３つのデータベースからデ

ータを取得し、結果を一元的に

表示する。 

検索対象の品種について許諾

情報などを取得 

検索対象の品種について活用

特許情報を取得 
検索対象の品種について登録

情報の詳細を取得 

リクエスト 

（経済産業省） 

  品種活用データベースのレコード 

付加情報 

許諾情報 他 

品種名 ＋

問い合わせ先 
セールスポイント 

検 索 

品種活用のためのアンケートを育成者権者に実施 

検索結果 

品種活用 DB 
(新規) 

外部データベース 2 

特許流通 DB 品種登録 DB 

外部データベース１ 

お問い合わせ先：リサーチツール特許の登録申請手続き・利用方法等について 

財団法人日本特許情報機構 情報流通部 

〒135-0016 東京都江東区東陽 4-1-7 佐藤ダイヤビルディング 

TEL:03-3615-8525 FAX:03-3615-8526 E-mail:webmaster@ryutu.inpit.go.jp 



 6

 

品種の検索については、知財課の品種登録データベースでの検索と同様ですが、これも検索した品種

に品種活用情報が入力されている場合は、品種利用の許諾の可否、セールスポイント等が表示されま

す。また、特許検索については、特許庁の特許流通データベースが利用されています。 

 

Ｑ２：使用に当たっての前提条件等はありますか？  

Ａ２：現在は、 

①品種登録データベースは現在登録が維持されている品種のみを対象としています。 

②品種活用条件等は平成２０年９月時点で登録が維持されているものを対象として登録しているため、

４月までに登録された品種や品種活用データの入手が出来なかった品種については品種活用条件の

欄が空欄となっています。 

③海外の育成者権者の品種については対象としませんでしたので、品種の活用条件は空欄となってい 

ます。 

  以上のように、品種活用のデータにつきましては、データの蓄積が不十分ですので、今後データを収集

して追加して更新をしていく予定とのことです。 

 

Ｑ３：検索はどこからできるのでしょうか？ 

Ａ３：農林水産知的財産ネットワーク http://aff-chizai.net から検索可能です。もし、質問等があり

ましたら、当部門に連絡して下さい。また、直接問い合わせをしたい方は、下記の「お問い合わ

せ先」までご連絡下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『鳥取大学知的財産シーズ集２００９』の刊行 
 
 平成 20 年度 学長経費（教育・研究改善推進費）で知的財産権の活用評価システム推進プロジェクト事業

の一環として、『鳥取大学知的財産シーズ集 2009』を刊行しました。 

  

＜目 的＞ 

平成 20 年度から本学と岡山大学が中心となり、大学の枠を超えて、中国地域の複数の大学等が持つ知的財

産を地域の企業に還元しようとする中国コンソーシアムが動き出しています． 

そして教員が生み出した知的財産を大学として正しく評

価し、その管理運営を積極的に行ってゆくことは、今後の

大学にとって必要不可欠なことと考えています． 

その意味で、一人でも多くの方に本学が持つシーズを知っ

ていただきたいので、今回刊行しました。 

  

＜内 容＞ 

  シーズ数：鳥取大学単独で特許出願した 38 件 

  目  次：次ページに記載 

  出願した期間：2002 年 1 月～2009 年 1 月 

  特  長：①１シーズを１ページにまとめました 

       ②技術分野を色別し、簡潔に説明しました 

  

＜今後の予定＞ 

今年度から様々なイベントに配布していく予定です。このシーズ集が少しでも技術活用に役立ち更なる発展

へとつながっていくことを願っております．問い合せ先：知的財産管理運用部門 

お問い合わせ先：＜＜＜農林水産知的財産ネットワーク暫定事務局＞＞＞ 

社団法人 農林水産技術情報協会 技術主幹 小倉昭男 

〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町 15-6 製粉会館 6F 

TEL：03-3667-8931 FAX：03-3667-8933 
E-mail:aogura@afftis.or.jp 

【技術分野の内訳】
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鳥取大学知的財産シーズ２００９ 目次 

技術分野 頁 技術の名称（副題） 代表発明者 

1 
着衣型心電図電極 

(容易に着脱可能な貼付けを必要としない心電図電極) 
長谷川 純一(医学部) 

2 無歯顎の患者であっても空気が漏れない人工呼吸器の補助具 領家 和男(医学部) 

3 粘液貯留時の瘻孔を形成する装置 土井 理恵子(附属病院)

4 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ｼ ﾞｪﾆ ｯｸﾏ ｳｽﾓ ﾃﾞﾙ  中島 健二(医学部) 

5 アルツハイマー型認知症早期診断マーカー（糖鎖修飾異常に着目） 浦上 克哉(医学部) 

6 多様な抗ガン作用を有する新規アルカロイド様坑腫瘍薬の開発 三浦 典正(医学部) 

医療・健康 

7 
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） 

飯塚 舜介 

(医学系研究科) 

8 新規なトランスポゾン様因子（Revolver 遺伝子） 富田 因則(農学部) 

9 
キノコを利用したエタノール･キシリトールの生産 

（単一プロセスによるアルコール類の製造方法） 
岡本 賢治(工学部) 

1 0 高品質なオイルの精製法（動物油脂の製造方法及び製造装置） 齋藤 俊之(農学部) 

1 1 迅速な“きのこ”のＤＮＡ鑑定（毒きのこ中毒の診断法） 會見 忠則(農学部) 

1 2 イネの倒伏防止に役立つ短稈遺伝子のＤＮＡ診断 富田 因則(農学部) 

食品・バイオ 

1 3 
複数の遺伝子機能を簡便に抑制 

（遺伝子機能の解析・薬剤評価に役立てよう!! ） 
河野 強(農学部) 

1 4 塩水でも可能!! 野菜の養液栽培 （植物栽培法およびその栽培装置） 留森 寿士(工学部) 
農業・畜産 

1 5 自脱型コンバインに装着する稲わらコンディショナ 山名 伸樹(農学部) 

1 6 工作機械  小幡 文雄(工学研究科)

1 7 すべり直動案内 小幡 文雄(工学研究科)

1 8 金属板の簡単な高温特性測定 和田 肇（工学研究科）

1 9 超高精度位置決めを実現するハイブリッド型直動案内 小幡 文雄(工学研究科)

2 0 工作機械 小幡 文雄(工学研究科)

2 1 熱変形低減法（接合面を活用した表面二層化構造） 小幡 文雄(工学研究科)

2 2 質量アンバランス測定法 上原 一剛(工学研究科)

2 3 プレス成形支援システム 上原 一剛(工学研究科)

機械・加工 

2 4 桁端衝突時の固定支沓破壊防止（ダンパーを用いた衝撃吸収経路の付加） 谷口 朋代(工学部) 

2 5 高強度アルミナ透光材の開発と次世代型高輝度放電ランプへの展開 長島 正明(工学部) 

2 6 
CMD を用いたキトサンナノパーティクルの作製方法 

（オートクレープ滅菌が可能なキトサンナノパーティクル） 
南 三郎(農学部) 材料・化学 

2 7 医薬品や液晶の原料を生み出す極めて高活性な触媒 奥村 和(工学部) 

2 8 電力用変圧器の劣化診断法 大北 正昭(工学部) 

2 9 コンクリートのひび割れ深さ診断技術 緒方 英彦(工学部) 

3 0 

 

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合した場合） 
大北 正昭(工学部) 

3 1 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 大北 正昭(工学部) 

3 2 口部形状と頭の動きを利用した文字入力システム 齊籐 剛史(工学部) 

情報・制御 

3 3 車側面に取り付けられた魚眼カメラによる車線検出 李 仕剛(工学部) 

3 4 メタンによる低温での排気ガスの浄化システムを開発 奥村 和(工学部) 

3 5 
ｐH・温度調整なしに鉱物油含有廃液を処理する水溶性加工液代謝システム

の開発 
近藤 康雄(工学部) 

3 6 自動車の始動時に発生する排気ガスの浄化システムの開発 奥村 和(工学部) 

3 7 砂漠化防止・砂漠緑化を支援する熱電素子を利用した多段式造水装置 田川 公太朗(工学部) 

環境・ 

エネルギー 

3 8 
バイオディーゼルの安価な製造法 

（植物油、廃食用油を一段流通式で燃料に） 
片田 直伸 (工学部) 
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＊＊＊編集後記＊＊＊ 

 

新緑の候を迎え、野山にも緑が満ち溢れ、清々しい季

節となりました。この「知財部門ニュース」も産学・

地域連携推進機構になってから２６号、そして知的財

産センター時代の第１号から数えて『第５５号＝ゴー

ゴーゴー』の記念すべき発行となりました。 

本学知財部門の伝統である「どんな仕事でも積極的に

やり抜く精神」と記念号の発行とが偶然にも重なり合

いました。 

そして、本学知財部門の開祖（初代知的財産センター長）でいらっしゃる中村宗和名誉教

授から記念すべき『第５５号』発行に際し、パンジーの絵を送っていただきました。感謝

感激です。調べますと、『「パンジー」はフランス語の「パンセ（考える）」という意味

で、つぼみが下を向く形が、人が頭を垂れ物思う姿に似ているところから命名。花言葉は

「思慮深い」』とあります。まさに我らが知的財産関知運用部門の知的な仕事振りを表す

のにふさわしい、中村先生からの思慮深い贈り物でした。 

 

思慮深いと言いましたら、もう一つ当部門にとって嬉しいお話があります。 

当部門の知財事務全般の業務を担当（「知財部門ニュース」の編集長の役目もその一つで

す・・）している矢部美恵さんが、国家資格制度である技能検定制度の一つである「知的

財産管理(管理業務)」の『三級知的財産管理技能士(管理業務)』に合格しました。 

この取得により、鳥取大学において、ブランドの保護、技術

保護、コンテンツ保護、デザイン保護、契約、権利行使に関

する初歩的知識を有し、それに関する課題を発見することが

でき、一定条件下ではその課題解決できる技能があると認め

られます。 

ご本人は、今後も上級を目指して頑張っていきたいと抱負を

語ってくれました。 

今後も彼女の奮闘ぶりに注目したいと思います。 

 （文責：知財部門長 佐々木茂雄）

＊＊＊特許相談＊＊＊ 

相 談 員： 

  佐々木茂雄（知的財産管理運用部門長・教授） TEL：0857-31-6000(直通)（内線 2765）

  山岸 大輔（知的財産管理運用副部門長・助教）TEL：0857-31-6094(直通)（内線 4072）

場  所：産学・地域連携推進機構２F 知的財産管理運用部門 FAX：0857-31-5474(専用)

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：知財部門 ML／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/  
 

＊＊＊刊行物＊＊＊ 

知財部門ニュース 5月号＜26 号＞（通番 55 号、2009 年 5 月 1日発行） 

編集：知的財産管理運用部門  

発行:鳥取大学 産学･地域連携推進機構  



- 1 - 

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。 

 
       【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１１日（木）13：30 より 
   場 所：産学･地域連携推進機構 研修室 
  
   ＜お知らせ＞７月相談会予定 滝本弁理士 7/15（火） 冨田弁理士 7/13（月）鳥取地区２回実施 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

【目  次】 
６月の特許相談会 ･････････････････････････････････････････ 1 

【巻頭言】「知財保護と連携」 ･･･････････････････････････････････ 2 

《お知らせ》CIC 東京 新技術説明会への出展シーズ決まる（速報）･････ 3 

平成２０年度鳥取大学特許実績（出願～登録） ････････････････････ 4～5 

産学官連携による地域新事業の立ち上げについて ･･･････････････････ 6～8 

  産学・地域連携推進機構 

知財部門ニュース 
２７号
(通番 56 号)

2009 年 6 月刊

【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１２日（金）13：30 より 
   場 所：医学部 学務・研究課 第１会議室

花の名前「ローズゼラニューム」 
撮影場所 工学部 知能情報工学科棟横 
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  【巻頭言】 

「知財保護と連携」 
 

 昨年３月まで海外勤務計４度の締め括りとしてフィリピンのマニラ

に滞在しました。その滞在中に知財の重要性をより一層認識するよう

になりました。 

 ジェトロ（日本貿易振興機構）は海外との貿易と投資の振興を主た

る任務とする経済産業省傘下の団体です。東京本部には 11 の部があり

ますが、その一つに「在外企業支援・知的財産部」があることは余り

知られていないかもしれません。主としてアセアンや東アジアに進出

している日系企業を支援する、その重要な役割の一つが知財保護なの

です。 

 アジアの国々を旅行された方は、出来心で有名ブランドのコピー商品を購入してしまった方もいら

っしゃると思います。マーケットには何でもあります。ローレックス、ヴィトン、さらには現在上映

中のハリウッド映画の DVD。時計やバッグはコピー商品の品質（？）

によって値段が違います が、DVD は大体 1枚 150 円程度ではないでしょ

うか。もちろん上映館で の盗み撮り商品でしょうから、画像は不鮮明

で音質も劣ります。ただ、 中国語の字幕や時として日本語の意味不明な

字幕がついているものも あります。それがロードショー封切のタイミ

ングで発売されます。 

 工業製品にも、模倣品があります。日本の化学調味料会社も模倣品被害にほとほと困っています。

とっても有名税などとはいっておられません。まずは、お金をかけての予防（出願、登録、取得など）

ときめ細かいその後の対応が必須です。中国での「クレヨンしんちゃん」はその際たるものでしょう。

ただ、特許を取ったから安心、商標登録したから安心ではありません。それは基本的最低限の措置で、

これだけでは海外の悪意で模倣品・海賊版を作る人たちにはとても対抗しえません。 

 ではどうするか。海外の日系企業の皆さんはこうした知財侵害被

害に対抗するため、情報交換の場として、さらに現地政府との協力

活動を行う母体として、ジェトロと一緒になって IPG（知財研究グ

ループ）を各地で作り始めています。マニラでも作ろうと、セミナ

ー、勉強会を行いました。ホンダなどの先進企業の方たちの知財保

護の取り組みを聞き、自ら何が出来るかを真剣に検討するグループ

作りです。 

 ただ、会合への欠席が多い企業は除名対象とするなどかなり当事者意識を鮮明にしていたため、参

加にしり込みする企業の方が多いのも実情でした。やはり、侵害被害の深刻な中国、ベトナムなどで

は、日系企業の方々の取り組みが際立っています。 

 翻って、鳥取。知財部門ニュースがあり、知財部門での先進的県としての

取り組みが光ります。知財の相談等、連携しながら効果を挙げておられます。

ジェトロとしても海外事業展開でのサポート、さらに知財保護について、今

後とも他機関の皆様と連携していければと考えております。 

 

ジェトロ鳥取貿易情報センター 

  所長 太田 康富氏 

自宅でスタッフと一緒に（マニラ） 
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１．日時 2009 年 7 月 24 日（金） 10～17 時（予定） 

２．場所 CIC 東京（港区芝浦）5階リエゾンコーナー 

３．主催 JST（独立行政法人 科学技術振興機構）、CIC 入居参加大学 

   （新技術説明会ＨＰ：http://jstshingi.jp/ ポスター及び Web 申込 現在準備中） 
 

鳥取大学では２件のシーズを発表する予定です。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

 

 

『鳥取大学知的財産シーズ集 2009』に掲載 

 

 

シーズ名：ＲＮＡ干渉による簡便かつ 
 低コストの複数遺伝子同時機能抑制 

発表者：河野 強 教授 

    （鳥取大学農学部） 

会 場：Ａ会場 

(医療・バイオ／アグリ・食品／材料）

時 間：１１:４０－１２:００  

分 類：医療・バイオ 

 

 

シーズ名：バイオディーゼルの安価な 
     製造法のための新触媒  

発表者：片田 直伸 准教授 

    （鳥取大学大学院工学研究科） 

会 場：Ｂ会場 

（化学／情報／電気・電子／機械）／環境）

時 間：１４:４０－１５:００ 

分 類：環境 

２１ 

《お知らせ》 

キャンパス・イノベーションセンター東京 

新技術説明会への出展シーズ決まる（速報）
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平成２０年度鳥取大学特許実績（出願～登録） 

 
 平成２０年度の鳥取大学職務発明として届出があった研究に対して、部局別割合等のデータ分析
をしました。内訳は、学部（大学院を含む）、附属教育研究施設、附属病院です。参考としてご覧
ください。 
 

 

１）発明届出数に対する部局別割合  

   平成２０年度発明届出数実績４２件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）平成２０年度出願件数に対する部局別割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

医学部附属病院
10%

医学部
 10%生命機能研究

支援ｾﾝﾀｰ 　5%

農学部
 26%

工学部
49%

工学部

農学部

生命機能研究支援ｾﾝﾀｰ

医学部

医学部附属病院

ＶＢＬ
1%

医学部附属病院
3%

医学部
14%

工学部
49%

農学部
31%

生命機能研究
支援ｾﾝﾀｰ　2%

工学部

ＶＢＬ

農学部

生命機能研究支援ｾﾝﾀｰ

医学部

医学部附属病院

平成２０年度の届出状況は、約半分を工学部

が占めており、この多くは機械工学分野で

す。農学部が農業・食品・バイオ関係を主体

の届出が多く、全体の約２５％を占めていま

す。それに呼応するように医療・医薬・バイ

オ関連を中心として、医学系が同じく全体の

約２５％を占めています。 

平成２０年度出願数の実績は８７件です。 

これらの出願は、工学部、農学部および医学

系部局（医学部、附属病院、生命機能支援セ

ンター）の３機関で占められ、その比率は届

出数での部局別割合を同様な傾向である。こ

の事は、届出から出願までの出願管理業務

が、ほぼ順調に実施されていることを示して

います。 
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３）平成２０年度出願件数に対する単独出願、共同出願の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４）権利化・登録 

 平成２０年度に登録査定を受けた件数は１１件です。その内訳は工学部が６件、農学部が２件、医学

系部局（医学部、附属病院、生命機能支援センター）の３件です。 

 

出願日 出願番号 発明の名称（出願時） 発明者名 特許番号 設定登録日

2004/ 8/27 10/927.100 

新規なトランスポゾン様因子→新

規なライムギ由来トランスポゾン

様因子 

(Novel Trasnposon-Like Element)

富田 因則 第 7351536 号 2008/ 4/ 1

2005/ 9/22 特願 2005-276745 内視鏡処置具 植木 賢 第 4117355 号 2008/ 5/ 2

2002/11/19 特願 2002-335003 
ポリープ等の一括回収用ネット及

び一括回収用処置具 
植木 賢 第 4130766 号 2008/ 5/30

2005/ 9/ 9 特願 2005-262569 
II－VI 族系の発光素子への電圧印

加方法および電圧制御装置 
足立 真寛 第 4189499 号 2008/ 9/26

2007/10/ 4 特願 2007-261329 
痴呆症診断装置及び痴呆症診断プ

ログラム 
浦上 克哉 第 4171832 号 2008/ 8/22

2007/ 5/21 特願 2007-133909 
電子装置及び電子装置の発光制御

方法 
足立 真寛 第 4107513 号 2008/ 4/11

2007/10/ 5 特願 2007-261860 

グルコース・マンノース・キシロー

ス並行発酵性菌およびそれを用い

るバイオエタノールの製造方法 

簗瀬 英司 第 4124270 号 2008/ 5/16

2005/ 1/31 特願 2005-024074 
頻尿改善剤およびそれを含む医薬

組成物および食品 
原田 悦守 第 4201771 号 2008/10/17

2004/ 4/15 特願 2004-120793 
すべり案内及び同すべり案内を備

えた工作機械 
小幡 文雄 第 4228078 号 2008/12/12

2005/ 3/24 特願 2005-85721 ハイブリッド型直動案内装置 小幡 文雄 第 4235734 号 2008/12/26

2005/ 2/ 9 特願 2005-032853 消音ダクト 西村 正治 第 4257960 号 2009/ 2/20

 

単独出願
24%

共同出願
73%

共同出願

単独出願

平成２０年度出願実績件数８７件について、単独

出願が共同出願の２５％程度まで減少していま

す。これは平成１７年度～１９年度での比率が約

５０％であった状況に比べ共同出願が増加して

います。このことは企業や他大学等との共同研究

が進み、共同研究の成果として出願が増加したた

めだと思われます。今後もこの傾向が続くことを

期待しつつ、本学の基礎研究の成果を単独で出願

していくことも重要であると考えています。 
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（産学官連携による鳥取大学特許の保有技術が地域社会に貢献した事例） 

 

 鳥取大学が単独で保有する技術内容 （特許出願済）が、熊本県の障害者支援

施設「阿蘇くんわの里」で新規事業の立ち上げに貢献しました。 
 

新規事業に貢献している技術は、従来の精製方法で発生する油脂の変質・変性を抑えるとともに

精製におけるハイコストも改善し、高品質の動物油脂を効率的に製造できる（７ページに内容紹介）

ものです。 
 

一般的に大学の特許に基づいて、企業（製造メーカ）がすぐに製

品化を実現することは困難と言われています。しかしながら、今回

の事例は、製造メーカでもない障害者施設の「阿蘇くんわの里」が

大学と特許実施許諾及び技術援助契約を締結後、僅か５ヶ月弱で精

製馬油に関する新商品の量産が開始されたことに大きな意味を持っ

ています。 

従って、 

産学官の密接な連携の元で、シーズとニーズのマッチングとスムーズな

コーディネート活動によって、事業化にいち早く成功した典型的な事例 

と言えます。 

 

この成功のポイントは、 

(1) 当該馬油の精製技術及び装置が、 

   ⅰ）シンプルであること 

   ⅱ）精製物の増量に見合った設備の増設がフレキシブルに対応できること 

  から、製造技術等の専門的な知識がなくとも量産化に着手可能なシステムであった。 

(2) 本学の教員が、技術を懇切丁寧に伝授し、それを「阿蘇くんわの里」の職員が忠実に再現し、 

  馬油の高品位・量産化に対する弛まぬ努力を重ねた。 

(3) 量産装置化に関しては、鳥取大学と障害者施設の双方に信頼される鳥取県内の量産装置メーカ 

  とアライアンスが組めた。 

(4) 上記アライアンス及びライセンス業務に関して、鳥取・熊本両県の特許流通アドバイザーが連 

携支援し、当該事業化に全面的かつ迅速なサポートを行った。 
 

が挙げられます。 

【本件に係わるお問い合わせ先】  

鳥取大学 産学・地域連携推進機構 知的財産管理運用部門  
   電話 0857-31-6000  FAX 0857-31-5474 
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：知財部門 ML／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/ 
  ★『鳥取大学知的財産シーズ集 2009』は上記機構 HP 内に掲載しています。 

http://www.cjrd.tottori-u.ac.jp/pccgi/wnew4/disp.cgi?num=20090528091344 

 

＜参考＞ 

  １．鳥取大学の特許流通事情（７Ｐ） 

  ２．平成２１年５月１５日掲載記事（熊本日日新聞、８Ｐ） 

  ３．平成２１年５月２８日掲載記事（日本海新聞、８Ｐ） 
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＜参考１＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鳥取大学の特許流通事情 

鳥取大学 

契約締結 

九 州 
障害者支援施設 

鳥取県内企業 
装置メーカ 

自社ブランド新商品 

馬油精製⇒化粧品、石鹸 etc 
量産設備請負契約 

＜技術移転概要＞ 

 
①製造技術を持たない

ライセンシーへの技術

移転 

 ａ．鳥取県内の装置 

メーカへの技術指導 

 ｂ．ライセンシーへ

の馬油製造の技術指導 

『鳥取大学知的財産シーズ集 2009』に掲載

***メッセージ*** 

 
 長年、高品質のダチョ
ウオイルを精製する方法
を研究してきました。そ
こで培った研究成果の一
環として、九州の障害者
支援施設である「阿蘇く
んわの里」で馬油製造事
業の立ち上げに貢献する
ことができました。この
ように地域貢献に役立つ
ことは大変嬉しいことで
す。今後もダチョウオイ
ルをはじめ、様々な動物
オイル精製で地域貢献に
寄与したいと思っていま
す。 
 

農学部准教授 齊籐俊之
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＜参考２・３＞ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   
   

熊本日日新聞 

平成２１年５月１５日掲載 

***メッセージ*** 

 
 施設を利用している

皆さんが、人に喜ばれる

ものづくりに携わる事

で社会参加・貢献できる

ものと考えております。

このプロジェクトに御

協力いただきました斎

藤准教授・佐々木教授を

はじめ大学関係各位に

感謝します。 
 
社会福祉法人 治誠会 
障害者支援施設 

   阿蘇くんわの里 
生活支援員    野口 隆 

＊＊＊ 特許相談 ＊＊＊ 
相談員： 佐々木茂雄（部門長・教授） TEL：0857-31-6000(直通)（内線 2765） 
     山岸 大輔（副部門長・助教）TEL：0857-31-6094(直通)（内線 4072） 
場 所： 産学・地域連携推進機構２F 知的財産管理運用部門  
産学・地域連携推進機構 HP：URL／http://www.cjrd.tottori-u.ac.jp/ 

鳥取大学キャラクター「とりりん」 

 日本海新聞 

平成２１年５月１５日掲載 

＊＊＊刊 行 物 ＊＊＊ 
 
知財部門ニュース6月号 
＜27 号＞（通番 56 号、 
 2009 年 6 月 1日発行） 
 
編集： 
 知的財産管理運用部門 
 
発行:鳥取大学 
 産学･地域連携推進機構 

***メッセージ*** 
 
この度の馬油精製装置

は、地元大学（鳥取大学）

のシーズを活用し県外

施設との連携で実現出

来た事例で、実用化には

斎藤先生のご指導また

大学知財そして鳥取県

産業振興機構のしっか

りした窓口での対応が

あり早期に実用化出来

たと思っています。 

またこの事例は、我々

県内企業にとって今後

に繋がる意味ある事例

であり、更なる産学官連

携を推進し地域産業の

活性化と発展に努めて

参ります。 
 

 カンダ技工㈱ 

社長 中山清

８



- 1 - 

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：冨田憲史弁理士 
         （医獣・バイオ関係他）  

   日 時：７月１３日（月）13：30 より 
   場 所：産学･地域連携推進機構 技術相談室 
  
 
   ＜お知らせ＞８月相談会予定 滝本弁理士 8/11（火） 冨田弁理士 8/未定（米子地区実施） 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

花の名前「ラベンダー」 
撮影場所 産学・地域連携推進機構横

【目  次】 
７月の特許相談会 ･････････････････････････････････････････ 1 

【巻頭言】「地域産業の付加価値を高める知的財産の活用について」 ････ 2 

第８回産学官連携推進会議の報告 ･････････････････････････ 3 

Ｑ＆Ａ「鳥取大学における利益相反について」 ････････････････････ 4～7 

ＪＳＴ外国出願支援制度 H21 年度版募集案内 ････････････････････ 8 

  産学・地域連携推進機構 

知財部門ニュース 
２８号
(通番 57 号)

2009 年 7 月刊

【鳥取地区２】 
   相談員：滝本智之弁理士 

        （電機・機械関係他） 
   日 時：７月１６日（木）13：30 より 
        （変更しました） 

   場 所：産学・地域連携推進機構 会議室 
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「地域産業の付加価値を高める知的財産の活用について」 

 

 鳥取県では、地域の自立と新たな産業の創出に向け、とっとり発の技術を

活かした産業集積を図るため、産学官連携の強化を行うなど「知の地域づく

り」を積極的に推し進めています。 

 そこで、知的財産に対する取組みを重点課題のひとつと捉え、知財施策の

目標や方向性を定めた「とっとり知的財産活用プラン」を平成 18 年 3 月に策

定しました。とりわけ知的財産管理運用部門長の佐々木教授には、このプラ

ンの策定委員会の委員として多大なご尽力、ご協力をいただきました。これ

により、全国に先駆けた「鳥取県知的財産の創造等に関する基本条例」が実

現したことをあらためて感謝申し上げます。 

 

 条例の制定以降、日本弁理士会と連携協定を締結し、これまで知的財産の普及啓発に注力してき

ました。条例の制定から３年経過し、鳥取県知的所有権センターの利用者数や県知財担当への問合

せ、また県立図書館の知財関連書籍の貸出が飛 躍的に増加するなど、知財に対する意

識は確実に高まっていると感じています。  ま た、全国的に特許の出願が漸減している

中において、県内からの出願は、条例制定以降、 増加に転じています。出願数の増加は、

知財活動の活発化を示す一つの指針となりますが、一方で、いまだ県内産業が活性化しているとい

う実感がないのも事実です。 

 今日、海外製品との競争や、国内においても他の分野からの市場参入といっ

た思わぬ競合にさらされる時代でもあります。消費者は、世界中、日本中から

インターネットを活用すれば欲しいものを買うことが出来るのです。 

 大競争時代の中で、県内産業が生き抜いていくには、見た目や価格に惑わさ

れることなく、“本物”つまり真の価値を生み出す力がカギになります。そし

て、その価値を生み守るのが、まさしく知的財産権に他なりません。 

 鳥取大学は、知的財産の最大の集積地であり、県内産業を付加価値の高い産業構造へ転換するた

め、大きな役割を担っていただいています。鳥取大学の保有するシーズをもとに共同研究が進めら

れ、具体的な事業化、製品化に成功したというような動きも生まれております。 

 

鳥取県としても、日本弁理士会の協力を得ながら、鳥取大学をはじめ知財

関係者の皆様と一体となって、より具体的な成果が出せるよう、さらなる知

的財産施策の強化・バージョンアップを目指し取り組んでいきたいと考えて

います。 

  ※日本弁理士会と鳥取県との支援協定締結記念イベント 

 「知的財産フォーラム in 鳥取」 

  平成２１年７月１６日（木）１４：００～１７：００ 

  とりぎん文化会館 第１会議室 

鳥取県 
商工労働部産業振興総室 

総室長 中山 孝一氏 

【巻頭言】 
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 第８回産学官連携推進会議の報告 
 

開催月日：平成２１年６月２０日（土）～２１日（日） 
開催場所：国立京都国際会館 

メインテーマ：オープンイノベーション型の産学官連携による新たなる挑戦    

    ～環境・資源制約などの世界が直面する様々な制約への対応を成長の糧に～ 
 

 鳥取県からの出展機関（鳥取県、鳥取県産業技術センター、鳥取県産業振興機構、米子高等技術

専門学校、鳥取大学、中国地域産学官連携コンソーシアム）が、「チーム鳥取県」として隣接した

ブースで展示したため、より統一した紹介ができました。 

 

 鳥取大学は、 

①｢産学・地域連携推進機構の活動及び連携成果」

②｢染色体研究センター」 

③｢木質系バイオマスからの高速度バイオエタノ

ール製造技術」 

④｢農学部附属菌類きのこ遺伝資源研究センター」

の主にバイオサイエンス関連ポスターを４枚展示発

表しました。 

 

 また、産学官連携事例として、ジリオンネットワー

クス㈱や㈱HAMANOH もポスター紹介しました。 

 

 特に共同研究の製品化事例として出展した『体元

水』（㈱HAMANOH）は注目され、会場で試飲できたこ

ともあり、多くの来場者を惹きつけました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 なお本会議では、産学・地域連携推進機構 菅原一孔機構長

（工学研究科・教授）が「産学官連携功労者」として表彰され、

総理大臣賞受賞の「バス経路検索システム『バスネット』およ

び機能集約型インテリジェントバス停の研究開発」を紹介しま

した。 
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Ｑ＆Ａ：「鳥取大学における利益相反について」 

 
平成２１年５月７日の「利益相反の改正」施行に伴い、Ｑ＆Ａは「鳥取大学における利益相反につ

いて」と題して記載します。 

 

Ｑ１：最近、鳥取大学のホームページで利益相反に係わる内容が記載されていますが、この改定は 

どのように機能・構成されていますか？ 
 

Ａ１：本学 産学・地域連携推進機構のホームページに利益相反を巡る内容が記載されています。

その利益相反は、次の４つの方針・規程から構成されています。 

 

 

 

 

 

しかし、上記の４つの方針・規程が全て改正された訳ではありません。今回改正されたものは、

本学全体の利益相反に係わる①と②です。そして、新たに医学系の利益相反に係わる③と④の２つ

が追加されました。 

 

Ｑ２：上記のような機能・構成に改正される前はどのような規程だったのでしょうか？ 

  また、前の規程を改正されたのは、どのような理由からでしょうか？ 
 

Ａ２：約３年前の平成１８年４月１２日に『ⅰ）鳥取大学利益相反方針』と『ⅱ）鳥取大学利益相

反委員会』の２つの規則が制定されました。 

その目的は、 

・本学の産官学連携が円滑に推進できる環境と透明性の高いルールを整備すること 

・利益相反に関する本学の基本的な考え方を示し、大学・研究を実施する大学法人としての責任

と産学連携活動で生じる個人的利益との間で生じる利益相反を適正にマネジメントすること 

・社会から嫌疑を持たれないよう法人および職員の義務を明確にすること 

で、この目的に則り、運用をスタートしました。 

しかし、利益相反に関する申告書の提出が義務づけられていたにもかかわらず提出する対象者が

不明確だったことや、一番課題が多いと思われる「ヒト対象の臨床研究」に関する利益相反が制定

されていなかった等の課題がありました。 

従って、その対応策として、現実に即した体制・運用と臨床研究も対象とした利益相反を制定

するために、上記ⅰ）ⅱ）の規則の見直しを行うことになりました。 

 

Ｑ３：上記ⅰ）ⅱ）の利益相反の規則はどのように見直されましたか？ 
 

Ａ３：結論を言いますと、『ⅰ）鳥取大学利益相反方針』を見直し、『①鳥取大学における利益相

反方針』と『②鳥取大学利益相反管理規程』に分割するとともに、それらの内容も一部改訂し

ました。そして、『ⅱ）鳥取大学利益相反委員会』を廃止しました。 

 

『①鳥取大学における利益相反方針』 

『②鳥取大学利益相反管理規程』 

『③鳥取大学医学部及び大学院医学系研究科等における臨床研究に係る利益相反方針』 

『④鳥取大学医学部及び大学院医学系研究科等における臨床研究に係る利益相反管理規程』
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Ｑ４：それでは、利益相反に係わる４つの方針・規程の基本的事項について、もう少し詳しく教え

てください。先ず、『①鳥取大学における利益相反方針』について、お願いします。 
 

Ａ４：『①鳥取大学における利益相反方針』に記載されていることは、(1)目的 (2)利益相反の定

義 (3)方針 (4)実施 で、これらの手順等が記載されています。 

その中で、利益相反の意味を理解してもらうため、(2)利益相反の定義について、以下に紹介し

ておきます。 

①利益相反を、利益相反（広義）
(ア)

 、利益相反（狭義）
(イ)

、責務相反
(ウ) 

、個人としての利益

相反
(エ)

、大学（組織）としての利益相反
(オ)

に分類し定義する。 

②(ア)利益相反(広義)とは、狭義の利益相反(イ)と責務相反(ウ)の双方を含む概念。 

③(イ)利益相反（狭義）とは、職員等又は大学が産官学連携活動に伴って得る直接的（実施料

収入、兼業報酬、未公開株式等）及び間接的利益と、教育・研究を実践する大学人としての

責務が衝突・相反している状況。 

④(ウ)責務相反とは、職員等が主に兼業活動により企業等に職務遂行責任を負っていて、本学

における職務遂行の責任と企業等に対する職務遂行責任が両立しえない状態。  

⑤(エ)個人としての利益相反とは、狭義の利益相反のうち、職員等個人が得る利益と職員等個

人の本学における責任との相反。  

⑥(オ)大学(組織)としての利益相反とは、狭義の利益相反のうち、大学組織が得る利益と大学

組織の社会的責任との相反。 

なお、本方針（平成２１年５月７日学長決裁、役員会決定）は、平成２１年４月１日から実施し

ています。 

 

Ｑ５．次に、『②鳥取大学利益相反管理規程』について、内容を教えてください。 
 

Ａ５．『②鳥取大学利益相反管理規程』には、(1)目的 (2)利益相反マネジメントの対象 (3)利益

相反審査委員会 (4)利益相反アドバイザー (5)利益相反マネジメントの手続き (6)社会説明

(7)担当する事務 が記載されています。 

 その中で、特に注目しておく項目について触れておきます。 

 (2)利益相反マネジメントの対象についてですが、その対象者は、ⅰ）非常勤を除く本学の役員

及び職員並びに当該職員等と生計を一にする扶養親族とすること、ⅱ）本学の社会的信頼確保の観

点から、必要に応じて、本学の研究生及び大学院生等、となっています。 

また、利益相反マネジメントの対象とする産官学連携活動は、 

ⅰ）営利企業における兼業である場合 

ⅱ）第三者から設備・物品，株式等何らかの経済的利益の供与を受ける場合 

ⅲ）第三者に対し、職員等が自らの知的財産権を譲渡、又はその実施を

許諾する場合 

ⅳ）産官学連携活動の相手方等何らかの便益を供与される者から物品を

購入し、あるいは役務の提供を受ける場合 

ⅴ）産官学連携活動の相手方等何らかの便益を供与される者への

出資及び当該者の発行する株式の購入・供与又はそれらの売却

等を行う場合 
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ⅵ）研究活動に伴い、外部から何らかの便益の供与を受ける、又は供与が想定される場合 

ⅶ）その他教育・研究活動に支障が生じるおそれのある場合 

以上ⅰ）～ⅶ）のいずれかに該当する場合となっています。 

(3)利益相反審査委員会の中に、職員等の利益相反問題に対する適切な対応を図るため、(4)利益

相反アドバイザーを置くことになっています。利益相反アドバイザーは、利益相反マネジメントの

対象者の相談に応じることになっています。なお、現在利益相反アドバイザーには、産学・地域連

携推進機構の知的財産管理運用部門長がその任に当たっています。 

(5)利益相反マネジメントの手続きについては、規程に該当する産官学連携活動を行う際に随時、

関連する個人的利益を自己申告することを基本とします。即ち、産官学連携活動を行おうとする職

員等は、産官学連携活動を開始する1ヶ月前までに，別に定める様式による自己申告書を作成の上、

利益相反アドバイザーに提出することになっています。 

なお、この規程は、『①鳥取大学における利益相反方針』と

同様に、平成２１年４月１日から適用しています。これらの手

続き等についての質問等がありましたら、直接利益相反アドバ

イザーに連絡して聞いてください。 

 

 

Ｑ６．利益相反に係わる取扱いは、なかなか大変であることが分かりました。それでは次に新しく

制定された臨床研究に係わる利益相反のうち、先ず『③鳥取大学医学部及び大学院医学系研究

科等における臨床研究に係る利益相反方針』について、内容を教えてください。 
 

Ａ６．『③鳥取大学医学部及び大学院医学系研究科等における臨床研究に係る利益相反方針』には、

(1)背景及び目的 (2)臨床研究に係わる利益相反の定義 (3)方針 (4)対象及び規準 (5)実

施の手順 等が記載されています。 

   (1)背景及び目的では、「鳥取大学における利益相反方針は、全学の職員等を対象とした利

益相反に関する基本的な考え方を示したものである」が、その中で「特に慎重な対応が求めら

れるヒト対象の臨床研究に係る利益相反方針は別途策定する」こととされており、「ここに、

鳥取大学医学部及び大学院医学系研究科等におけるヒト対象の臨床研究に係る利益相反方針

を定める」ことが明記されています。従って、本方針の対象者は、鳥取大学利益相反方針と本

方針の双方について遵守することが求められることになります。 

また、(2)臨床研究に係わる利益相反の定義では、「臨床研究に係わる利益相反とは、臨床

研究実施者及び関係者が、被験者や大学と連携を取りながら行う臨床研究によって得られる直

接的及び間接的利益と、社会に開かれた教育・研究を実践する大学人としての責務又は患者の

希望する治療のために最善を尽くす医療関係者としての責務などが衝突・相反している状況」

と位置づけています。 

   (4)対象及び規準については、開示すべき人的範囲として、 

ⅰ）臨床研究協力者を除く臨床研究実施者及び関係者、 

ⅱ）臨床研究協力者を除く臨床研究実施者及び関係者の配偶者及び生計を一にする

扶養親族 

ⅲ）その他利益相反委員会または当該臨床研究の倫理性等を審査する委員会が必要

と判断した者 
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とされています。 

なお、本方針（平成２１年５月７日学長決裁、役員会決定）は、平成２１年４月１日から実

施しています。 

 

Ｑ７．最後に『④鳥取大学医学部及び大学院医学系研究科等における臨床研究に係る利益相反管理

規程』について教えてください。 
 

Ａ７．『④鳥取大学医学部及び大学院医学系研究科等における臨床研究に係る利益相反管理規程』

では、(1)目的 (2)用語の定義 (3)利益相反マネジメントの対象及び基準 (4)臨床研究実施

者等の責務 (5)臨床研究利益相反審査委員会 (6)組織 (7)利益相反マネジメントの手続き 

(8)緊急審査 (9)審査委員会の公正性の確保 (10)担当する事務 (11)雑則 が記載されて

います。 

(7)利益相反マネジメントの手続きについては、臨床研究実施者は，臨床研究を実施しよう

とするとき、あるいはその内容が変更になったとき等について、別に定める様式による利益相

反に係る自己申告書及び臨床研究実施計画書を作成し，(5)臨床研究利益相反審査委員会に提

出することになっています。 

   その他、(5)臨床研究利益相反審査委員会では、臨床研究により本学以外の第三者から得る

利益で、ⅰ）金銭的収入・株式保有等 ⅱ）知的財産の取得 ⅲ）提供を受けた設備・物品等

又は役務により得られる利益の内容 を審議する等々、臨床研究に伴う利益相反の取扱いにつ

いて様々の内容が制定されています。 

なお、本規程（平成２１年５月７日学長決裁、役員会決定）は、平成２１年４月１日から実

施しています。 

 

Ｑ８．利益相反に係わる４つ方針・規程について、一通り説明してもらいましたが、まだなかなか

利益相反を理解することは難しいと思われます。様々な機会を通じて、職員への利益相反に対

する情宣活動をお願いしたいものです。 
 

Ａ８．確かに、職員が利益相反について間違った判断をしないように注意喚起する意味も含めて、

今後も継続的な情宣活動が必要と思います。 

 

 

 

 

 

   最後になりましたが、平成２２年度からの厚生労働省の科学研

究費補助金の交付申請する際には、必ずヒトに係わる臨床試験に

係わる利益相反の規程を策定済みであることが条件になっている

ことを付け加えておきます。 
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JST 外国出願支援制度 H21 年度版募集案内 

 

 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。 

「特許出願支援制度 募集の案内」（平成 21 年 4 月 JST 作成）から≪今年度の修正点≫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：《申請対象の拡大》 

   早期審査請求を利用したパリ条約ルートによる出願も、申請対象になりました。  

①通常の申請と同じく、優先日から 6 ｹ月までに電子公募システムにより「パリ条約ル

ート等」を選択し申請。 

②審査結果が未着の場合も、JST への申請期限（優先日から 6 ｹ月）以内に申請が必要。 

③審査結果（特許査定）が JST への申請期限までに得られない場合には、優先日から

9 ｹ月までに審査結果の事後提出可能。9 ｹ月を超過した場合は、JST 審議及び翻訳機関

を考慮して PCT 出願の支援申請として取扱。 

④早期審査の結果「拒絶査定」になった案件も、通常の PCT ルートでの申請が可能。 
 
 修正２：《費用請求期限の明確化》 
   支援費用の請求を行う期限は、費用発生の原因となった行為の日から２年以内になりました。 

  

 

 

 
 
 

（指定国移行から申請の場合は除く） 

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 

権利化までを支援

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まで
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） 

参 考 

＊＊＊ 特許相談 ＊＊＊ 

相談員： 佐々木茂雄（部門長・教授） TEL：0857-31-6000(直通)（内線 2765）

     山岸 大輔（副部門長・助教）TEL：0857-31-6094(直通)（内線 4072）

場 所： 産学・地域連携推進機構２F 知的財産管理運用部門  

産学・地域連携推進機構 HP：URL／http://www.cjrd.tottori-u.ac.jp/ 
鳥取大学キャラクター「とりりん」 

＊＊＊刊 行 物 ＊＊＊ 
 
知財部門ニュース 7月号 
＜28 号＞（通番 57 号、 
 2009 年 7 月 1日発行） 
 
編集： 
 知的財産管理運用部門 
 
発行:鳥取大学 
 産学･地域連携推進機構 



- 1 - 

８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：８月１０日（月）13：30 より 
   場 所：医学部学務・研究課 1Ｆ 第 1会議室 
  
   ＜お知らせ＞ 9 月相談会予定 冨田弁理士 9/10（木） 滝本弁理士 9/14（月）（鳥取地区２回実施） 

         10 月相談会予定 滝本弁理士 10/13（火） 冨田弁理士 10/14（水）（鳥取･米子各 1回実施）

 

   

 

 

 

   

 

【目  次】 
８月の特許相談会 ･････････････････････････････････････････ 1 

【巻頭言】「地域の知的情報基盤としての図書館の可能性」 ･･･････････ 2 

知的財産インターンシップ実習開始!! ････････････････････････････ 3 

ｷｬﾝﾊﾟｽ･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ東京「新技術説明会」開催報告 ･･･････････････ 4 

  産学・地域連携推進機構 

知財部門ニュース 
２９号
(通番 58 号)

2009 年 8 月刊

【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（火）13：30 より 

   場 所：産学・地域連携推進機構 会議室 

凌霄花（ノウゼンカズラ） 
絵：中村宗和名誉教授 
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８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。 

 
       【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１０日（月）13：30 より 
   場 所：医学部学務・研究課 1Ｆ 第 1会議室 
  
   ＜お知らせ＞ 9 月相談会予定 冨田弁理士 9/10（木） 滝本弁理士 9/14（月）（鳥取地区２回実施） 

         10 月相談会予定 滝本弁理士 10/13（火） 冨田弁理士 10/14（水）（鳥取･米子各 1回実施）

 
 

「地域の知的情報基盤としての図書館の可能性」 

 
 

 図書館は、「文化・教養の施設」、「生涯学習施設」として捉えられ

ることが多いと思いますが、鳥取県立図書館では、もっと多様な可能

性があるのではと様々な取組みを行っており、その大きな柱の一つが

「ビジネス支援事業」です。図書館も地域経済に貢献したいと始めた

この取組みも、今年で 7 年目を迎えました。 
 

 「○○業界の最新動向が知りたい」、

「○○の市場規模が知りたい」、「○○

法に関連する判例を調べたい」、「○○

の技術動向に関する論文を取り寄せて

欲しい」等、お客様から寄せられる資

料相談は多様ですが、商用データベー

ス、論文検索、全国の図書館とのネッ

トワーク、地域の産業支援関係者との

人的ネットワークを駆使し、課題解決

に資する情報提供を行うよう努力して

います。 
 

 経済状況が厳しくなる中、大手の企業でも情報部門が縮小傾向であると話を聞きます。ま

して、中小企業であれば、情報担当者を置くことさえままならないというのが現実ではない

かと思います。そんな時、企業の本棚、研究者の皆さんの本棚として、図書館の「資料」と

「資料をナビゲートする司書」をご活用いただけたらと思います、 

図書館に何が出来るんだと思われる方もいらっしゃると思いま

すが、図書館はお客様に育てられる機関です。図書館が所蔵してい

ない資料を声に出して「無い」と教えていただくことによって、そ

の分野の資料を買い揃えることができ、そのお客様にとって使える

図書館に育っていきます。「○○分野の情報が欲しい」という質問

をしていただくことによって、職員はその分野の情報を片っ端から

調べます。それまでその分野について詳しくなかった職員が、関連

した情報に目をとおすことによって○○分野に詳しい職員に成長

していくことができます。どうぞ、図書館をご利用の際には無いも

のは無いといってください。また。難しい質問をどしどしカウンタ

ーにお寄せください。それにより図書館は進化し、職員は育ってい

きます。県立図書館は、「図書館も地域の経済に貢献したい」とい

う高い志をもって、今後もこの事業に取り組んでいきたいと思いま

すので、どんどんご活用いただきたいと思います。

【巻頭言】 

鳥取県立図書館 支援協力課長

    小林隆志氏 
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知的財産インターンシップ実習開始!! 

 
 

 
 

平成２１年度インターンシップ実習生は２名（工学部４年生と大学院工学研究科１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：８月３日（月） 

内   容：オリエンテーション 

      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：８月１１日(火)から８月２８日(金)のうち３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） 

実習内容： 

平成２１年度パテントコンテストまたはデザインパテ

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１８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：９月２８日(月) から９月３０日(水)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、山岸副部門長） 

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２４日（金）に新技術説明会が開催されました。 

鳥取大学では次のシーズ発表とポスター展示しました。 

【発表したシーズ（２件）】 

☆シーズ名：ＲＮＡ干渉による簡便かつ低コストの複数遺伝子同時機能抑制  

  発表者：河野 強 教授（農学部） 

  技術の概要：線虫における最も簡便かつ低コストの RNA 干渉法であ

る摂食法を改良し、複数遺伝子の機能を同時に抑制す

ることに成功した。現在、3種の遺伝子の同時機能抑

制に成功しており、理論的にはより多数の遺伝子に適

用可能である。 

 

☆シーズ名：バイオディーゼルの安価な製造法のための新触媒 

  発表者：片田直伸 准教授（大学院工学研究科） 

  技術の概要：植物油からバイオディーゼルを製造するに際し、溶解

せず、極めて活性の高い固体酸触媒を見出した。粗油

脂、粗アルコール(含水)を用いることができ、3気圧

程度のわずかな加圧下でのバッチ式あるいは流通式

反応が可能である。 

（１）参加者数 

延べ１０２名と事前申し込みよりも多くの来場者があり、これらの技術への関心度は非常に

高いものがありました。 

（２）発表後の個別相談 

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。 

 

 

 

 
 
 

＊＊＊ 編集後記  ＊＊＊ 

 平成 21 年度は中村宗和名誉教授の作画による四季の花を表紙絵（4回予定）に提供してい

ただいています。2 回目の今月は凌霄花（ノウゼンカズラ）です。 
 
「中国や北米原産ですが、最近交配種が日本でも見られるようになってきました。この

花（と言っても高さ 10ｍにもなる落葉樹）を描きたかったのは、その花言葉が知的財

産部門にぴったりであることに加えて、花のつけ方が必ず十文字になる風変わり（茎

を縦棒として、花が左右対称に付く）が気を引いたからであります」（中村先生より） 
 

 その花言葉として、部門長には知財部門の「栄光」、女性部門員には「女性らしい」を送

っていただき、ありがとうございました。次回の花を楽しみにしています。 
 
【お知らせ】鳥取キャンパスでは、8 月 13 日(木) ～14 日(金) に夏季一斉休業を実施します。

 

＊＊＊ 特許相談 ＊＊＊ 
相談員： 佐々木茂雄（部門長・教授） TEL：0857-31-6000(直通)（内線 2765）

     山岸 大輔（副部門長・助教）TEL：0857-31-6094(直通)（内線 4072）

場 所： 産学・地域連携推進機構２F 知的財産管理運用部門  

産学・地域連携推進機構 HP：URL／http://www.cjrd.tottori-u.ac.jp/ 

＊＊＊刊 行 物 ＊＊＊ 
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９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：９月１０日（木）13：30 より 
   場 所：産学・地域連携推進機構 会議室 

  

 ＜お知らせ＞10 月相談会予定 滝本弁理士 10/13（火） 冨田弁理士 10/14（水・米子地区で実施） 

       11 月相談会予定 冨田弁理士 11/12（木） 滝本弁理士 11/13（金）（鳥取地区で 2回実施）
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「産業技術センターがあってよかった」という声があがるセンターを目指しています 

 

●鳥取県産業技術センターの役割 

鳥取県産業技術センターは平成１９年４月に、全国の公設試験研究機関と

しては３番目に地方独立行政法人となりました。当センターは、企業の皆様

のための研究室やホームドクターとして、技術相談・現地指導、依頼分析・

機器施設開放、共同研究、人材育成などによる技術支援を行っています。平

成２０年度の実績では技術相談・現地指導件数が９，４５５件、依頼試験件

数が２，０３９件、機器利用件数が２，１３５件に達するなど多くご利用い

ただいています。また、「液晶ディスプレイ製造中核」、「組込システム開発」、

「次世代ものづくり」、「戦略的商品開発」、「微小部解析技術」、「光測定技術」

等の人材育成においても、企業の技術者を受け入れるなど、多くの皆様にご

利用いただいています。 
 

●鳥取県産業技術センターの知的財産 

平成１８年度までに当センターにおいて発明し鳥取県が出願人となってい

た知的財産権は、独立行政法人化するにあたり鳥取県から譲与されました。

平成１９年度以降も研究開発成果による出願を積極的に行っています。 

平成２１年８月１日現在で、当センターは登録特許を８件、意匠を２件、出願中の特許を２３件、合

計３３件の知的財産を保有しています。分野別では、電気・電子・機械関係が８件、材料関係が１２件、

食品関係が１２件、その他が１件で、このうち企業、大学等との共同出願が１８件となっています。 

これらの知的財産権の中で、６件については 7企業との間で実施許諾契約を結んでいます。今後も企

業の皆様に使っていただけるよう、権利の有効活用や研究開発成果の技術移転等に努めて参ります。 
 

●研究成果や知的財産権等の技術情報発信 

知的財産権に係わる情報については、センターのホームペー

ジに特許、意匠、出願中特許のうち公開特許公報分を紹介し、「使

ってみたい鳥取県版特許集２００９」には技術移転及び実施許

諾を前提に９件を紹介しています。 

また、今年度は「第８回産学官連携推進会議」（京都市：６月）

において研究や特許等の紹介を行いました。さらに「とっとり

産業フェスティバル」・「山陰発技術シーズ発表会 in とっとり」

（鳥取市：９月）で地域への技術シーズとして特許等を紹介す

るとともに、「知財ビジネスマッチングフェア２００９」（イン

テックス大阪：１０月）や「山陰発新技術説明会」（東京ＪＳＴ

ホール：１２月）において県内外へ広く技術情報を発信する予

定にしています。 
 
●各機関との連携 

当センターは、鳥取大学をはじめとする県内外の大学や試験研究機関等、鳥取県産業振興機構等と連

携して、県内企業の製品開発や技術力向上のために技術支援を行っています。 

特に、知的財産については、鳥取大学知的財産管理運用部門、鳥取県商工労働部産業振興総室、鳥取

県知的所有権センター、発明協会鳥取県支部、中国経済産業局特許室との連携による情報交換はもちろ

んのこと、発明協会鳥取県支部や鳥取商工会議所が開催する特許無料相談会等も有効に活用させていた

だいています。 

今後も弁理士、特許情報活用支援・出願・特許流通の各アドバイザーなどの

知的財産専門家の皆様との連携を深め、知的財産権の効果的・効率的な権利取

得や活用に努めたいと考えています。 
 
※企業の皆様から「産業技術センターがあってよかった」という声があがる、

そんな地方独立行政法人鳥取県産業技術センターを目指していますので、

今後ともどうぞご利用下さいますようお願い致します。 

         ホームページアドレス http://www.tiit.or.jp/ 

【巻頭言】 

地方独立行政法人鳥取
県産業技術センター 

企画管理部 企画室長

門脇 亙 氏 

第８回産学官連携推進会議の展示状況 
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 本年３月に開催された山陰の研究機関による「山陰発技術シーズ発

表会 in 島根」を受けて、今回「山陰発技術シーズ発表会 in とっと

り」を開催します。 

 山陰地域における産学官のさらなる連携推進を図るため、各研究機

関の最新の研究成果、地元との連携を意識した技術シーズを発表いた

します。新技術導入や新商品開発にご関心のある方、産学連携のコー

ディネートに関わる方のご来場をお待ちしています。 

 
日 時：平成２１年９月１３日（日）１４：００～１７：３０ 
場 所：とりぎん文化会館第１会議室（鳥取市尚徳町） 
     （「とっとり産業フェスティバル２００９」内で開催） 
参加料：無料 
主 催：とっとり産業フェスティバル実行委員会、 
    中国地域産学官連携コンソーシアム 
共 催：独立行政法人 科学技術振興機構 

 

【プログラム】 

分 野 時間 発 表 シ ー ズ 発 表 者 

14:00～14:05 開 会 あ い さ つ 

ものづ
くり 

14:05 
～ 

14:25 

低摺動摩擦係数・高耐びびり性すべり直動案内の 
研究開発 

鳥取大学 工学研究科 
教授 小幡文雄 
助教 上原一剛 

14:25 
～ 

14:45 
車側面に取り付けられた魚眼カメラによる車線検出 鳥取大学 工学研究科 

教授 李 仕剛 

IT 
14:45 
～ 

15:05 

サークルコードを用いた入力インターフェースと 
その応用 

米子工業高等専門学校 
 電子制御工学科 

教授 河野清尊 

15:05 
～ 

15:25 
排水からのリン除去・再資源化技術とその展開 

島根大学 
 生物資源科学部/産学連携センター 

教授 佐藤利夫 環境 
15:25 
～ 

15:45 
芦津の森(智頭町)の活用による森林価値の創造 

鳥取環境大学 環境マネジメント学科
教授 藤沼康実

15:45～15:50 休     憩 

15:50～16:00 JST の産学連携・技術移転支援事業のご紹介 独立行政法人 科学技術振興機構 

16:00 
～ 

16:20 
塩水でも可能！野菜の養液栽培 

鳥取大学 
 乾燥地研究センター 

プロジェクト研究員 留森寿士
16:20 
～ 

16:40 
高品質な動物油脂の製造法 

鳥取大学 農学部 
准教授 斎藤俊之 

16:40 
～ 

17:00 

コラーゲン抽出方法（魚ウロコの高分子コラーゲンを
高い効率で抽出する技術） 

鳥取県産業技術センター 
 食品開発研究所 

研究員 高橋祐介 

農業 
・ 

バイオ 
・ 
材料 

17:00 
～ 

17:20 

カニ、エビ殻から抽出されるバイオナノ繊維 
“マリンナノファイバー” 

鳥取大学 工学研究科 
講師 伊福伸介 
教授 斎本博之 

17:20～17:25 中国地域産学官連携コンソーシアム事業のご紹介 
鳥取大学 

産学官連携ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ 清水克彦

17:25～17:30 閉 会 あ い さ つ 

<連絡先> 

鳥取大学 産学・地域連携推進機構 知的財産運用部門 
中国地域産学官連携コンソーシアム（さんさんコンソ） 清水 
電話：0857(31)5703  FAX：0857(31)5474 
Ｅメール：chiteki@adm.tottori-u.ac.jp 

開催！ 
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イイノノベベーーシショョンンジジャャパパンン 22000099--大大学学見見本本市市--  

 国内最大規模の産学マッチングイベントとして 2004 年から開催

されています。鳥取大学では５つのシーズ発表をします。 

 知的財産管理運用部門としては、今回熊本県の社会福祉法人「阿

蘇くんわの里」に技術移転を果たした下記の発表とその商品展示を

準備しています。 

 

【アグリ・バイオ分野】 

★発表日時：９月１７日（木）13:00～13:30 

 発表場所：東京国際フォーラム（東京､有楽町）／セミナールーム１ 

 発 表 者：農学部獣医学科 齋藤俊之准教授 

 テ ー マ：高品質なオイルの精製法～動物油脂の製造方法～ 

【技術の概要】 

 鳥取大学では、2003 年からダチョウを対象とした高付加価値産物製造の可能性を模索し、ダチョ

ウ、馬、エミュ等の動物油脂に関する安全な製造方法を確立。 

 技術内容は、水処理プロセスを含まないでⅰ）脂肪組織の脱水、ⅱ）マイクロ波照射による油脂

融解、ⅲ）採油、ⅳ）濾過、ⅴ）真空による脱臭等の工程からなり高品質の油脂を効率よく精製す

る。従来法に比べ、脂肪組織の破壊や油脂成分の融解など同時に行い、水や空気との接触が避けら

れ油脂変質を防止するとともに、排水等の処理が不必要な環境下で動物油脂が精製できる新製法シ

ステムである。従って、この新製法で出来上がった研究開発製品についても、馬油 100％で無味･

無臭･無刺激の純正品である。 
 

【展示内容】 

 上記技術をもとに、熊本県社会福祉法人「阿蘇くんわの里」で量産化に成功し、

商品化された馬油 100％保湿用化粧品｢くんわオイル｣（右の写真）を展示する。 

 

その他の発表は次のとおり、詳細は産学・地域連携推進機構 HP(＊1)をご覧ください。 
(＊1)機構 HP･･･http://www.cjrd.tottori-u.ac.jp/pccgi/wnew4/disp.cgi?num=20090825192415 

発表日時／場所 分野 テーマ／発表者 

9 月 16 日（水） 
16:00～16:30 
ｾﾐﾅｰﾙｰﾑ１ 

ナノテク
ノロジー 

カニ、エビ殻から抽出されるキチン質のナノ繊維 
“マリンナノファイバー” 

工学研究科 化学･生物応用工学専攻

講師 伊福伸介
教授 斎本博之

9 月 16 日（水） 
14:30～15:00 
ｶﾞﾗｽ棟 G610 

もの 
づくり 

低摺動摩擦係数・高耐びびり性すべり直動案内の研究開発 
工学研究科 機械宇宙工学専攻

教授 小幡文雄

9 月 17 日（木） 
11:30～12:00 
ｶﾞﾗｽ棟 G610 

医 療 
・ 

健 康 

バイオエタノールからのバイオケミカルズの生産 
工学研究科 化学･生物応用工学専攻

教授 簗瀬英司

9 月 18 日（金） 
16:00～16:30 
ｶﾞﾗｽ棟 G602 

IT 
ヒット現象の数理モデルを用いたブログによるＩＴマーケティング

工学研究科 機械宇宙工学専攻

教授 石井 晃
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 紹介します！  シリーズ第１１回 －岡崎敏夫－ 

 久しぶりの紹介コーナーです。20 年度の第１回目からは知的財産管理運用部門の「協力者」として学外所
属職員等をシリーズでご紹介しましたが、21 年度は「時の人」を不定期に紹介していきます。今月は７月異
動で研究・地域連携課 産学連携室 産学連携係長に就任された岡崎敏夫氏です。 

 

研究・地域連携課に配属になってはや２ヶ月、今までとは全く異なる仕事

で日々周りの方々に助けられ右往左往しながら、少しでも早く知財部門の

役に立てるよう努力していきたいと思います。 

 

------雑感---------- 

２０００年夏に「オスタンキノ・タワー」というロシアの巨大テレビ塔で

火災が起きて、テレビが見られなくなった人々が、こぞって新聞を買い、

映画館には長蛇の行列ができたそうです。 

さらに「テレビがないと寝つけない」という理由で睡眠薬がよく売れたらしいのです。「これって

“風が吹けば桶屋が儲かる”的な図式だなと思ったのを記憶しています。このたび知財部門の仕事

に係わることになって当時のこのニュースをふと思い出しました。 

 

「風が吹いて土埃りが舞い立つ」 

 ａ．埃を押さえ人体に無害な土壌コーティング剤 
 
「土埃りが目に入って、盲人が増える」  

 ａ．長時間着用しても痛くないゴーグルを作るにはシリコンの開発から 
 
「盲人は三味線を買う（江戸時代には、三味線は盲人が弾くことが多かったらしい）」 

 ａ．今どきなら、眼球の動きとカメラを連動させ、映った画像を電気信号に変換して 

  脳に認識させる人工アイが人気なのかも 
 

「三味線に使う猫皮がたくさん必要になり、ネコが殺される」  

 ａ．３倍体の遺伝子を持ったスーパー猫を作って１匹からたくさんの皮を採るのだ 

   いや、動物愛護の精神から本猫は使えないから人工猫皮の開発が優先かも 
 
「ネコが減ればネズミが増える」 

 ａ．ネズミのシッポは気色悪いので、シッポのないネズミを開発 

   無農薬の田んぼで雑草を食べるアイガモチュー、使用後はもちろんチュー鍋？ 
 
「ネズミが木箱をかじって壊す」 

 ａ．ネズミがかじると必ず虫歯になる塗料の開発 

   ネズミの手と歯が滑ってかじり付けない木材表面加工技術 
 
「木箱の需要が増えて箱屋が儲かる」  

 ａ．５倍の早さで育つ杉の開発 

   ソーラーパワーの省エネ木材乾燥施設 
 
などと、冗談はさておき「ベンチャー」とか「マーケティング」の発想は「あらまぁ」 

と思うような部分に隠れているのかもなぁと思ったりします。           

しかも、総じて人間の営みを便利に豊かにするものが求められている気がします。 

生ぬるい私の脳みそには、なかなかひらめいてくれませんが…。

岡崎敏夫氏 

岡崎氏は 9 月 27 日開催の「トキめき新潟国体」（新潟県村上市）では帯同トレー
ナー［男子選手補欠(兼)］として鳥取県トライアスロン協会から派遣予定、など
多方面で活躍されています。みんなで鳥取県選手団を応援しましょう。 
岡崎係長ありがとうございました。 
 

  無跡散人『世間学者気質』江戸時代浮世草子より 
    (フリー百科事典『ウィキペディア』参考) 
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ＣＩＣ東京新技術説明会報告 

 

開催月日： ７月２４日（金）１０：００～１7：００ 

場  所： キャンパスイノベーションセンター［東京都港区］ 

 

Ⅰ．技術説明会 

多くの聴講者が出席のもと本学からは以下の２つの新技術説明を行いました。 

これらの内容については、知財部門ニュース２７号（2009.6 月号）に記載していますのでご覧

ください。 

 

 

Ⅱ．新技術説明会【個別相談】 

個別相談は ⅰ）技術の応用範囲、ⅱ）バイオディーゼルの将来性、ⅲ）共同研究開発を希望して

等の熱心な質問・意見が多くありました。 

 

Ⅲ．新技術説明会【ポスター会場】 

展示会場では、発表内容のポスターを展示し、企業参加者との意見交換を実施するとともに資料を

配布しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

番   
号 

開始
時間 

終了
時間 

タイトル 発表者 来場者

Ａ5 11:40 12:00 
RNA 干渉による簡便かつ低コス

トの複数遺伝子同時機能抑制 
河野 強 農学部 

生物資源環境 

学科 
35 

B11 14:40 15:00 
バイオディーゼルの安価な製造

法のための新触媒 
片田 直伸 

大学院 

工学研究科 

化学・生物応用 

工学専攻 
67 

ポスター展示 

西村 強氏 

片田 直伸氏（中央）
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特許情報活用セミナー（後援）報告 
 

平成２１年度は特許情報活用セミナー「特許電子図書

館で特許を調べよう！」（鳥取県、鳥取県知的所有権

センター他主催、講師：村上耕一特許情報検索支援ア

ドバイザー）を中国地域産学連携コンソーシアムが後

援しました。 

清水産学官連携プロデューサーからコンソーシア

ムの事業紹介およびシーパスネットの説明が行われ、

参加者の皆さんからはぜひ利用してみたい、機会があ

れば利用したいという声を多数いただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

倉吉会場：倉吉市立図書館、米子会場：国立米子工業高等学校、鳥取会場：県民ふれあい会館 

 

 

産学連携学会第７回大会報告 
 

「産学連携に関する諸課題を専門的実践者の立場から取り扱う

ため、学識経験者や実務家などが広く交流し、相互に啓発支援し

あう場となること」を趣旨とする産学連携学会の第７回大会が開

催されました。本学からは知的財産管理運用部門が参加し、ポス

ターセッション(写真上)とオーラルセッション(写真下)におい

て研究成果の発表を行い、活発な質疑応答が行われました。 

 

日 時：８月１７日（月）～１８日（火） 

会 場：福井市商工会議所（福井市西木田） 

発 表 

 ①ポスターセッション／発表者：山岸大輔（副部門長・助教） 

「鳥取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考察」 

 ②オーラルセッション／ 

発表者：清水克彦（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究員・産学官連携ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ） 

「自己組織化マップを用いた地域ブランドの実態と評価」 

会場 日時 テーマ 

倉吉 7 月 15 日 10～12 時 特許出願のための基礎知識と先行技術調査 

倉吉 7 月 15 日 13～15 時 意匠・商標の基礎知識とそれぞれの調査 

米子 7 月 22 日 10～12 時 特許出願のための基礎知識と先行技術調査 

米子 7 月 22 日 13～15 時 意匠・商標の基礎知識とそれぞれの調査 

鳥取 8 月 20 日 10～12 時 特許制度とテキスト検索～特許概要､単語による検索実習～ 

鳥取 8 月 20 日 13～15 時 特許調査の目的と検索～情報活用の意味、分類検索実習～ 

鳥取 8 月 27 日 10～12 時 知的財産の中の意匠制度、検索実習～ 

鳥取 8 月 27 日 13～15 時 商標制度と商標調査～商標の機能と制度概要、商標検索実習 
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日中協力を強化による知的財産保護へ 
～年度内に作業部会を立ち上げ～ 

 

経済産業省は８月２４日に、商標制度、模倣品の取締り、不正競争の防止

等の知的財産保護分野における日中双方の交流及び協力の強化を図ること

を目的にした覚書を中国政府と締結した、と発表がありました。 

 この締結の中味は、 

 

 

 

 

 

が主体となっています。 

 

 このように、日本と中国における知的財産保護の環境整備を強化しなければならない背景とし

ては、中国製の模造品被害が年間９兆円を超えるといわれる程、日本企業の被害が拡大している

現状があります。また、不正競争や日本の地名等の商標登録などについても大きな問題を抱えて

います。 

具体的には、 

(1)従来からある「世界の生産工場・生産拠点」や「巨大消費市場」の位置づけで発生した模倣品

や海賊版の横行が、中国がＷＴＯ加盟時において知的財産権保護の徹底を約束し、違法の取締

まり強化をしているにも関わらず、実態として後を絶たない状況にあること、 

(2)今後、中国が目指している「研究開発拠点」形成の中で、研究データベースや実験結果の流

出（機密保持の漏洩問題や情報セキュリティの不備）、研究者の頻繁な同業他社への転入出に

伴う知的財産取扱い上のトラブルが多発していること、 

(3)「青森（チンミャン）」や「讃岐うどん」など、日本の安心・安全の象徴

と言える日本の地名やそれに似た商標登録の出願が近年急増していること、

などが挙げられます。 

 

中国では、知的財産に関する法律整備がされているにも関わらず、結果的に取締りが充分でき

ていないことが浮き彫りにされている現状を打破するため、日中両政府が中国側の多省庁がかか

わる現場レベルの懸案についても知財保護の環境整備が一層進展することを期待したいものです。 

＊＊＊ 編集後記  ＊＊＊ 
 今年は冷夏でしたが夏の疲れは例年どおり。残暑厳しい折、ますます忙しくなる毎日をどう過
ごそうかと思案中です。 
 さて、秋はイベントの季節です。日常を離れ未知の世界に迷い込んでみるのも楽しいもので、
「鳥大の先生ってこんな研究をしてるんか、ふ～ん」といつも気づかされます。これって「アハ
効果？」･･･あはは？ さあ！今年は｢とっとり産業フェスティバル｣に行って、｢山陰発技術シー
ズ発表会｣のポスター展示を見よう。何かいいことがあるかもﾈ･･･ 
 

＊＊＊ 特許相談 ＊＊＊ 
相談員： 佐々木茂雄（部門長・教授） TEL：0857-31-6000(直通)（内線 2765） 

     山岸 大輔（副部門長・助教）TEL：0857-31-6094(直通)（内線 4072） 

場 所： 産学・地域連携推進機構２F 知的財産管理運用部門  

産学・地域連携推進機構 HP：URL／http://www.cjrd.tottori-u.ac.jp/ 

＊＊＊刊 行 物 ＊＊＊ 
 
知財部門ニュース 9月号 
＜30号＞（通番 59 号、 
 2009 年 9 月 1日発行） 
 
編集： 
 知的財産管理運用部門 
 
発行:鳥取大学 
 産学･地域連携推進機構 

(1)今年度中に事務レベルの定期協議機関を立ち上げ、商標の審査や管理、巧妙化する模倣

品の取り締まり強化を図るため、担当官の相互派遣や違反事例に関する共同研究・情報交換

を実施すること、 

(2) 知的財産にかかわる問題を話し合う担当部局横断型のワーキンググループ活動を通じて、

専門家の派遣などを通じた人材育成にも取り組むこと、 

知財トピックス 
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１０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：１０月１３日（火）13：30 より 
   場 所：産学・地域連携推進機構 会議室 

  

 ＜お知らせ＞11 月相談会予定 冨田弁理士 11/12（木） 滝本弁理士 11/13（金）（鳥取地区で 2回実施）

       12 月相談会予定 冨田弁理士 12/11（金・米子地区で実施） 滝本弁理士 12/14（月） 
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  産学・地域連携推進機構 

知財部門ニュース 
３１号
(通番 60 号)

2009 年 10 月刊

【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１４日（水）13：30 より 
   場 所：医学部 学務・研究課 第２会議室

ヒガンバナ 
（産学・地域連携推進機構 駐車場） 
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「リサイクル技術の開発による地域貢献を目指して」 

 

鳥取県生活環境部 

衛生環境研究所 

所長 三木文貴 
 

鳥取県衛生環境研究所では、「県民の安全確保と豊かな環境確保のた

めの調査研究拠点機能の発揮」をミッションとして、新型インフルエン

ザを始めとした感染症や食の安全確保のための危機管理対応、黄砂や地

球温暖化などの地球的規模の環境問題、湖沼の水質浄化・再生、循環型

社会の構築などの地域的環境問題に取組むとともに、環境を基軸とする

グリーンニューディールにも積極的に取組んでいます。 
 

県内産業の活性化や雇用創出につなげる戦略である「とっとり発グリーンニューディール」に

ついては、２０１１年のアナログ停波に伴って大量に廃棄されるブラウン管ガラスのリサイクル

技術の開発に取組んでいます。 
 

ブラウン管ガラスには大量の鉛が含有されており、これまではブラ

ウン管への再利用しかリサイクルの途がありませんでした。今後ブラ

ウン管へのリサイクルはなくなるため、新たなリサイクル用途を開発

することが喫緊の課題となっています。しかし、ガラス中の鉛を除去

する技術が確立されていないため、現在のところリサイクルの目途が

立っていません。 
 

この鉛除去技術の開発は高度な研究ではありますが、これまでに当研究所が取得した「発泡ガ

ラスの製造方法及び発泡ガラス」の特許技術や蓄積した重金属に関する科学的知見を活用しなが

ら、国立環境研究所や鳥取大学と連携しながら取組んでいます。 

 この研究で得られた新技術等については、特許等として鳥取県の知的財産として確保していく

とともに県内での新たな産業創造や県内企業の雇用創出に繋げていきたいと考えています。 
 

当研究所では、今後も地球環境問題や地域環境の課題の解決、健

康危機管理の対応等、諸課題に向けての取組みを強化し、県民の皆

さんに役立つ研究成果があげられるよう関係機関等と連携をとりな

がら取組んでいきたいと考えています。 

 

 

【巻頭言】 

 三木文貴氏 
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 平成２１年９月１３日（日）に「山陰発技術シーズ発表会 in とっとり」

を「とっとり産業フェスティバル２００９」内で開催しました。［主催：

とっとり産業フェスティバル実行委員会、中国地域産学官連携コンソー

シアム、場所：とりぎん文化会館（鳥取市尚徳町）］ 

 

本学５人の教員の皆様をはじめ、島根大学、鳥取環境大学、米子工業

高等専門学校、鳥取県産業技術センターから講師の先生方にお越しいただき、技術シーズを紹介してい

ただきました。講師の先生方、熱心に受講いただいた皆様にこの場を借りてお礼申し上げます。 

今後、これら技術シーズが企業様との共同研究や技術移転に発展し、地域のイノベーション創出につ

ながることをきたしております。 

「プログラム」の詳細は、知財部門ニュース 30 号（9 月号、通番 59 号）をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国地域産学官連携コンソーシアム 第２回外部評価委員会 報告 

本学では昨年より文部科学省産学連携戦略展開事業（戦略展開プログラ

ム）として中国地域産学官連携コンソーシアム事業（愛称：さんさんコンソ）

に取り組んでいます。７名の外部評価委員および正会員、特別会員にご出席

いただき、第２回外部評価委員会が９月３０日（水）ホテルニューオータニ

鳥取 鳳凰東の間で行われました。事務局から平成２１年度上期の業務報告

と下期計画が説明され、７名の外部評価委員からご意見を賜りました。事業

は順調に進んでおり、さらに発展することが期待されました。 

 本年度下期は技術情報満載のウェブマッチングシステム「シーパスネット」への登録企業を増加させ

ることに注力いたします。ご利用は無料ですので、ぜひご登録の上、ご利用ください。詳しくはさんさ

んコンソホームページ http://sangaku-cons.net/をご覧いただくか、知財部門までお問い合わせくださ

い。 

分 野 発 表 シ ー ズ 発 表 者 

もの
づく
り 

低摺動摩擦係数・高耐びびり性すべり直
動案内の研究開発 

鳥取大学 工学研究科 
教授 小幡文雄  
助教 上原一剛  

IT 
車側面に取り付けられた魚眼カメラによ
る車線検出 

鳥取大学 工学研究科 
教授 李 仕剛  

塩水でも可能！野菜の養液栽培 鳥取大学 乾燥地研究センター 
プロジェクト研究員 留森寿士 

高品質な動物油脂の製造法 
鳥取大学 農学部 

准教授 斎藤俊之  

農業 
・ 
バイ
オ 
・ 
材料 カニ、エビ殻から抽出されるバイオナノ

繊維“マリンナノファイバー” 

鳥取大学 工学研究科 
講師 伊福伸介  
教授 斎本博之  

 
中国地域産学官連携コンソーシアム事業
のご紹介 

鳥取大学 
産学官連携ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ 清水克彦 

報告！ 
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イイノノベベーーシショョンンジジャャパパンン 22000099--大大学学見見本本市市--  報報告告  

 ９月１６日（水）～１８日（金）、鳥取大学産学・地域連携推進機構は国内最大級のマッチン

グフェアである「イノベーションジャパン 2009－大学見本市－」に出展しました。 

 

 知的財産管理運用部門としては、熊本県の社会福祉法人「阿蘇くんわの里」に技術移転し商品

化に成功した農学部獣医学科 齋藤俊之准教授の新技術説明会とその商品展示をしました。 

 新技術説明会は、その他下表４件についても講演が実施され、展示会場あるいは講演後の個別

相談で多くの相談者が訪れた実のある見本市となりました。 

 今後、知的財産管理運用部門ではこの５件の案件について、知的財産を核とした共同研究等次

のステップに繋がる活動を展開する予定です。 

「イノベーションジャパン 2009－大学見本市－」の詳細は、知財部門ニュース 30 号（9 月号、通番 59 号）をご覧ください。 
 

発表日 分野 テーマ／発表者 
聴講者 

名刺交換

ナノテク

ノロジー 

カニ、エビ殻から抽出されるキチン質のナノ繊維 
“マリンナノファイバー” 

工学研究科 化学･生物応用工学専攻 講師 伊福伸介・教授 斎本博之

51 名 

43 社 
9／16
（水） 

もの 

づくり 

低摺動摩擦係数・高耐びびり性すべり直動案内の研究開発 
工学研究科 機械宇宙工学専攻 教授 小幡文雄

22 名 

29 社 

医療 

・ 

健康 

バイオエタノールからのバイオケミカルズの生産 
工学研究科 化学･生物応用工学専攻 教授 簗瀬英司

47 名 

68 社 9／17
（木） 

 アグリ・ 

バイオ 

高品質なオイルの精製法～動物油脂の製造方法～ 
農学部獣医学科 斎藤俊之准教授

19 名 
31 社 

9／18
（金） 

IT 
ヒット現象の数理モデルを用いたブログによるＩＴマーケティング 

工学研究科 機械宇宙工学専攻 教授 石井 晃
25 名 

32 社 
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平成２１年度インターンシップ実習生は２名（工学部４年生と大学院工学研究科１年生）でした。 

実習内容は次のとおりです。 

【事前演習】 

実 習 日：８月３日（月） 

内   容：オリエンテーション 

   知財の基礎・特許情報調査のあり方・発明のポイント 

   平成２１年度パテントコンテスト（文部科学省他主催） 

   の説明他 

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：８月１１日(火)・１９日（水）・２８日(金)、９月１８日(金) 

実習生：１名 

場 所：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） 

実習内容： 

パテントコンテストでは大学院生には応募資格がないため、工学部学生１名のみがパ

テントコンテストに応募しました。 

考案した発明アイデアをまとめ、特許庁電子図書館を利用して特許情報検索（自分の

アイデアと類似又は同様な案件を調査）して得た特許公開広報を、実際に作成した応

募書類に添付して提出しました（９月１８日付郵送）。 

 

【実習（２）】 

期 間：９月２８日(月) から９月３０日(水)の３日間 

実習生：２名 

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）、 

      山田卓二弁理士（青山特許事務所） 

      引率者（佐々木部門長、山岸副部門長） 

実 習 内 容：自分の考案した発明の明細書を作成することを目的に、発明の把握や請求範囲

の作成ポイント等の説明を受け、最終日に完成した特許明細書について評価と意見

交換を行いました。 

 

【まとめ】       

 今回のインターンシップ実習では、パテントコンテスト応募や特許事務所での

特許明細書の作成を中心に、発明のポイント整理と先行技術調査、明細書作成な

ど、一連の特許実務を経験・学習しました。短期間でしたが、2 名の学生自身が

熱心に取組んだ成果もあって、特許として十分通用するレベルとなりました。今

後、この経験を研究や技術開発に生かし、活躍してもらえることを期待します。 

 最後に本インターンシップでご指導頂いた弁理士の滝本先生、山田先生および

冨田先生を初め、青山特許事務所の皆様に厚く御礼申し上げます。 

知的財産インターンシップ実習報告!! 
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本学では様々なメディアを活用して、知的財産に係わる情報公開を行っています。 

特にＷＥＢ上での知的財産情報公開については、産学･地域連携推進機構のホームページを主体に、学内の

教職員を対象とした知的財産全般にわたる知識・意識を高める情報を満載しています。 
 

ⅰ）知的財産管理運用部門や部門スタッフの紹介と主な活動 
ⅱ）発明規則等の内容 
ⅲ）知的財産についての手続きの手順と各届出書の雛形を掲載 
ⅳ）定例の特許相談会の日程 
ⅴ）先行技術調査のための JP-NET の活用方法  等 

 
 また、学内の教職員だけではなく、学外の企業の皆様に対しても閲覧が可能です。 

 
ⅰ）ライセンス情報・・・鳥取県版特許集と鳥取大学版特許集（2009 年 3 月発刊）の掲載データ、 
ⅱ）出展・発表したシーズ情報・・・ 

本学の単独出願で、科学技術振興機構（JST）主催イベント（新技術説明会等）
の電子データ 

 
大学で創出された様々な知的財産が活用していただくための発信を行っています。 

是非、一度ご利用下さい。

◎産学･地域連携推進機構Ｈ．Ｐ （学内）http://www.cjrd.tottori-u.ac.jp/ 

【知的財産管理運用部門が管理する情報発信】 

①機構・知的財産管理運用部門のページ http://www.cjrd.tottori-u.ac.jp/pccgi/wnew4/list.cgi?cate=52 

 

知的財産管理運用部門の紹介と主な活動について掲載 

スタッフとその専門分野、連絡先を掲載 

同左 

知的財産管理運用部門のポリシーを掲載 

新の情報を提供し、学内外の説明会等の情報案内を掲載 

相談会の日程を掲載 

JP-NET の活用方法についての紹介を掲載 

同左 

2009 年 3 月に発刊した鳥取大学のシーズ集を掲載 

関連サイトの案内を掲載 

②知的財産についてのページ http://www.cjrd.tottori-u.ac.jp/pccgi/wnew4/list.cgi?cate=51 

 

 

 

 

 

 

 

 

権利の種類、保護対象や条件、保護期間を掲載 

出願までの流れの説明、手続方法、規則、書類管理等を掲載 

手続きの手順と各届出書の雛形を掲載 

知財方針、発明規則、発明発明規則実施要項を掲載 

鳥取県の知的財産の情報掲載サイトの紹介を掲載 

鳥取県版特許集と鳥取大学版特許集（2009 年 3 月発刊）の掲載データ 

が電子で閲覧可能（PDF） 

鳥取大学の知的財産情報公開について
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サイト名・URL・本学使用目的（登録件数） サイトの説明・本学活用例 

 

 
http://www.sangakukan.net/chugoku/ 

使用目的：登録（ｼｰｽﾞ153件）、閲覧、活用（技術移転等）

 
鳥取大学が岡山大学とともに実施する「中国地域産学官連携コンソーシアム」
（愛称さんさんコンソ）の運営するサイトです。 
ＣＰＡＳ-Ｎｅｔは、どなたにも簡単にお使い頂ける、産学官連携マッチングシステム
で「特許情報データ」「シーズ情報」「ニーズ情報」「ＩＤ情報」で構成されています。
また、「さんさんコンソ」ホームページ ttp://www.sangaku-cons.net/では
「一押し技術」や「面的特許技術」の紹介など、技術シーズの活用や移転に関す
るユニークな取り組み、人材育成プログラムの紹介などが満載です。 

 

 
http://nic.nomura.co.jp/index.htm 

使用目的：登録（12件）、閲覧、活用（技術移転等） 

 
野村證券株式会社が運営する、大学のシーズを有効活用するためのサイトで
す。 
大学で創出された知的財産を全国の企業で有効に活用するための情報提供の
サイトで、中小企業を対象としたシーズを掲載しています。 
大学側は、全国の企業が利用できるシーズを掲載し、大学と企業の当事者同士
でマッチングに係わる交渉を直接進めることができます。Web上での掲載案件を
大学が常時入れ替え可能です。 
 

 

http://jstore.jst.go.jp/ 

使用目的：登録（23件）、閲覧、活用（技術移転等） 

 
(独)科学技術振興機構(JST)の運営するサイトです。 
J-STORE は、ＪＳＴが大学・国公立試験研究機関から収集した研究成果やJST
の基礎的研究等の研究成果をインターネットを通じて広く一般に提供し、企業へ
技術移転、実用化を促進することを目的としている無料のデータベースです。本
学から出願し新技術説明会等のJSTが主催するイベントに出展・発表したシーズ
を登録しています。 

 

 

http://www.ryutu.inpit.go.jp/db/index.html# 

使用目的：登録（40件）、閲覧、活用（技術移転等） 

 
特許庁が、（独）工業所有権情報・研修館（INPIT）を通じ提供する行政サービス
です。活用可能な膨大な開放特許を、産業界、特に中小・ベンチャー企業に円滑
に流通させ実用化を推進していくため、企業や研究機関・大学等が保有する提
供意思のある特許をデータベース化。「ライセンス情報」、「ニーズ情報」および
「開放特許活用例集」の検索ができ、インターネットを介して無料で提供していま
す。鳥取県版特許集のシーズを、このサイトに情報として逐次に登録・発信して
います。 
  

 

http://www.ryutu.inpit.go.jp/RTPatents/ 

使用目的：登録（1件）、閲覧、活用（技術移転等） 

 
特許庁が、（独）工業所有権情報・研修館（INPIT）を通じ提供する行政サービス
です。本サービスで提供される「リサーチツール特許」とは、ライフサイエンス分
野において研究を行うための道具として使用される物又は方法に関する日本特
許です。これには、実験用動植物、細胞株、単クローン抗体、スクリーニング方
法などに関する特許が含まれます。本データベース構築により、リサーチツール
特許使用の円滑化を図り、リサーチツール特許に関する紛争を未然に回避する
のが目的です。本学のリサーチツール特許も掲載しています。 

 

http://www.aff-chizai.net/index.html 

使用目的：登録、閲覧、活用（技術移転等） 

 
社団法人農林水産技術情報協会が農林水産省の補助を受けて運営するサイト
です。 
農林水産分野の知的財産に関わる大学及び公的研究機関や企業等との連携を
推進し、知的財産による新事業の創出等産業の発展に貢献することを目的とし
ています。 
同サイトの「Ａｆｆ－ｃｈｉｚａｉサーチ」は、品種情報と、特許情報を一元的に提供する
統合検索システムで、 各品種の許諾可否や種の入手先、関係する特許情報な
どきめ細かな情報が提供されます。 

 

 

http://e-seeds.jp/ 

使用目的：閲覧、活用（技術移転等） 

 
(独)科学技術振興機構（ＪＳＴ）が運営するサイトです。 
技術シーズ統合検索システム（e-seeds.jp）は、大学や公的研究機関から生まれ
た研究成果を社会で活用していただくためのサイトです。 
同サイトから鳥取大学 産学・地域連携推進機構のホームページ内のコンテンツ
「学内研究シーズ」と「ライセンス情報一覧」にリンクでき、双方に掲載されたシー
ズ情報を閲覧できます。 

鳥取県知的財産ポータルサイト 

http://www.tottorichizai.com/ 
使用目的：閲覧、活用（技術移転等） 

 
鳥取県が運営するサイトです。 
鳥取県内各機関の知的財産に関するイベント等の情報の発信や県内技術の検
索に活用されることを目的にしています。 
『使ってみたい鳥取県版特許集』（鳥取県知的所有権センター刊）に本学のシー
ズを掲載しており同シーズ集は、産学金官連携活動の実績的企画として県内企
業、大学等および公設それぞれが保有し、技術移転を希望している特許シーズ
を集め掲載しています。 

 

 
http://pr.jst.go.jp/jdream2/index.html 

使用目的：閲覧 

 
(独)科学技術振興機構（ＪＳＴ）が運営するサイトで日本 大の科学技術文献情
報データベースです。 
科学技術や医学・薬学関係の国内外文献情報を手軽に検索でき、収録文献は
5,100万件で、科学技術の全分野にわたり網羅的に収録されており、研究者や技
術情報担当者に幅広い支持を受け、使われているデータベースです。 
本学では附属図書館HPから閲覧可能です。 

（「論文などを探す」から「JSTpatM（JdreamⅡ）」を選んでログイン）

◎学外利用サイト 
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＊＊＊ 編集後記  ＊＊＊ 
 旅先で生成色に近い白いヒガンバナを偶然見つけました。でも次の日には切り取られていまし
た。あ～もっと見たかったのに（＞_＜｡） 
 各地域では秋のイベントが目白押しですが、鳥取大学でも１０月９日から１２日まで風紋祭で
賑わいます。今年はどんな学園祭になるのでしょう、楽しみですね。 
 来月号は「山陰(鳥取・島根)発新技術説明会」開催内容をお知らせします。今後の定例特許相
談予定日は決まり次第お伝えしていますが、変更になる場合もあるので必ずご確認ください。 
 

＊＊＊ 特許相談 ＊＊＊ 
相談員： 佐々木茂雄（部門長・教授） TEL：0857-31-6000(直通)（内線 2765） 

     山岸 大輔（副部門長・助教）TEL：0857-31-6094(直通)（内線 4072） 

場 所： 産学・地域連携推進機構２F 知的財産管理運用部門  

産学・地域連携推進機構 HP：URL／http://www.cjrd.tottori-u.ac.jp/ 

＊＊＊刊 行 物 ＊＊＊ 
 

知財部門ニュース 10 月号 
＜31 号＞（通番 60 号、 
 2009 年 10 月 1 日発行） 
 
編集： 
 知的財産管理運用部門 
 
発行:鳥取大学 
 産学･地域連携推進機構 

鳥取大学公開講座 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

この中には、当知的財産管理運用部門長の講座もあります。 

 

 テーマ：知っていると役に立つ情報分野における著作権等 

 時 間：１２：４０～１４：１０ 

 講 師：佐々木茂雄知的財産管理運用部門長・教授  

 所 属：鳥取大学 産学・地域連携推進機構 知的財産管理運用部門 

鳥取大学の知的財産を活用した製品の記者発表 
 

9 月 14 日、株式会社シャルビーは発明者である農学部南

教授らとともに、鳥取大学の研究成果を活用した製品（美

容保湿クリーム）の発売を平井鳥取県知事（於県知事公邸）

に報告しました。この研究成果を活用するにあたり、鳥取

大学と株式会社シャルビーとは 2009 年 8 月に特許実施許

諾契約を締結しています。 
 
［補足］9/17 付日本海新聞・山陰中央新聞に関連記事掲載 
 

※発明に関する情報  

出願番号：PCT/JP2005/008884（公開番号 WO2005/112948） 

名称：創傷の治療又は処置のための薬剤 

出願人：国立大学法人鳥取大学 発明者：農学部教授 南三郎、岡本芳晴  

（鳥取大学 HP より、内容一部追加） 



 1  

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１１日（水）13：30より 

       （注：相談日を変更しました） 

   場 所：産学・地域連携推進機構 会議室 
 
 ＜お知らせ＞12月相談会予定 冨田弁理士 12/11（金・米子地区で実施） 滝本弁理士 12/14（月） 
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～ 鳥取県農林業に役立つ知財をめざして ～ 

鳥取県農林水産部 
農林総合研究所  

所長 足立恵一 

鳥取県農林水産部農林総合研究所として組織が新たに立ち上がった

のは昨年４月からです。農林関係の試験研究機関を一つの組織にして

効率がよく効果的な研究ができるように再編されました。 

最も重要な点は外部評価制度の導入です。様々な立場の方々に研究

課題を評価をしていただくことにより県民の皆様の目線で課題を捉

え、さらに、研究課題や評価結果を公表にすることにより透明性の高

い、わかりやすい試験研究を行うということです。 

また、各試験場をまたいだ課題についても連携がとりやすくなり、綿密な情報交換によって円

滑な取り組みができるようになると考えています。 

技術普及室も組織の中に入れて、各試験場の研究成果が速やかに普及活動を通じて生産現場に

伝わり農林業経営の改善に役立つようにしています。一つでもたくさんの研究成果が鳥取県農林

業の振興に微力でも役立つものになるようにと願っています。 
 

知的財産（品種育成・特許）の取得については研究所としても重点的な業務の柱

として位置づけています。農林試験研究機関としての性格上、新品種育成が主体と

なってきます。最近では梨、長いも、稲、大豆、杉、菌茸、西瓜、芝、柿などの新

品種が登録、公表されています。近年の農林業では産地間の競争が激しくなってお

り、他県産地ではまねのできない高品質の、ブランド化に結びつくような産品が求

められています。そのためにも、産地振興の切り札の一つとして新品種が大きな力

を発揮して欲しいという期待感があります。 
 

特許関係も幅の広い分野から登録に向け

て公開、出願がなされています。最近では園

芸試験場の研究員が考えて「加工ラッキョウ

およびその処理方法」という名称で出願した

「黒ラッキョウ」が話題を呼んでおります。

担当者は各方面からの問い合わせが殺到し

ており交通整理に追われております。ラッキ

ョウの消費を伸ばすために考えた発想が、ふ

としたきっかけで注目を集め、大きな成果の

予感が見えてきたような気がします。この特

許については鳥取大学を始め多くの関係機

関との連携がさらに大きな成果につながる

のではないかと考えているところです。 
 

研究所といたしましては生産現場に軸足

を置きながら役に立つ知財の開発に取り組んでまいりたいと思います。いろいろな場面で、ご指導

もいただきながら共に進んでまいりたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

【巻頭言】 

足立恵一氏 

 

「ラッキョウの機能性を高める新たな加工方法」 

       生物工学研究室 研究員 森本 隆義 

 
＜黒ラッキョウ＞ 

完熟した生のラッキョウ

を、特殊な条件で蒸し焼

き加工します。 

    （特許出願済） 

 

  ～特徴～ 

 １）ラッキョウ独特の臭いが消え、糖度が４０度と高い

ため、食べやすい。 

 ２）血液サラサラ効果が期待されるシクロアリイン含有

量が、生のラッキョウの約２倍以上。 

 ３）ガンや生活習慣病の予防が期待される抗酸化力が、

生ラッキョウの20倍に増加！！ 

（黒ラッキョウ１粒がトマト１個分に相当） 

 



 

 

3 

 
－ここで始まる産学官連携。未来につながる技術シーズ満載！－ 

 
 
今年で６回目になる農林水産省主催のアグリビジネス創出フ

ェア 2009 に鳥取大学農学部が出展します。知的財産管理運用

部門ではその展示スペースの一小間に次のとおり出展します。 

当部門ではこの出展により、今後の共同研究および知的財産活

動の促進を期待しています。 

開催月日：１１月２５日（水）～２７日（金） 

会  場：幕張メッセ 展示ホール（千葉県千葉市） 

テーマ：農学系知的財産活用事例紹介 

農学系知的財産を活用して商品化に成功した事例

を紹介して、農学系シーズのマッチングをサポート 

 

事例紹介企業 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山陰発新技術説明会

②株式会社 ＨＡＭＡＮＯＨ（鳥取市） 
特許製品名 ：体元水（飲料水） 

出展予定内容：体元水の試飲 

発明者(学内）：岡本芳晴・重政好弘・竹内崇 

特許公開番号：特開 2006-314275他 
 
＜発明のポイント＞ 
にんにくや野草などの原料を混合したのち、所定時間エアレーションし、濾過したところ、無味
無臭の混合液の調製に成功した。この混合液を、摂取したところ生理活性効果が認められ、各種
動物実験において、その効果を特定・証明した。 

 

③社会福祉法人 阿蘇くんわの里（熊本県）及び 有限会社 カンダ技工（米子市） 
特許製品名 ：くんわオイル（馬油） 

出展予定内容：くんわオイルの試供 

発明者(学内）：斎籐俊之 

特許公開番号：特開 2007-13179 
 

＜発明のポイント＞ 
本発明は、動物の脂肪組織の加熱にマイクロ波を使用することにより、脂肪組織の破壊、油脂成
分の融解などを同時に行うものである。その効果として、従来法に比べて油脂変質の防止、簡単
な処理操作および処理時間の短縮が可能となった。 

①株式会社 シャルビー（鳥取市） 
特許製品名 ：ほほうるる（化粧品） 

出展予定内容：ほほうるるの試供体験マッサージ 

発明者(学内）：南三郎・岡本芳晴 

特許公開番号：ＷＯ2005／112948 

 
＜発明のポイント＞ 
従来、キチンに創傷治癒促進効果があることは知られているが、皮膚再生に関する情報はなかっ

た。本発明では皮膚再生に関して高分子キチンにはその効果はなく、その構成単糖であるN-アセ

チル-D-グルコサミン（GlcNAc）にその効果を証明した。 
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「中国地域さんさんコンソ新技術説明会」開催 

 

鳥取大学が岡山大学とともに実施している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）「中国地域産学官連携コンソ

ーシアム」＜愛称：さんさんコンソ＞では新技術説明会を開催す

ることとなりました。＜さんさんコンソ＞の会員校２２校のうち、

７校１８件の技術シーズを発表いたします。 

それぞれの大学、高専選りすぐりのシーズですので、ぜひご来場

の上、説明をお聞きください。 

日時：2009年 11月 26日（木）、11月 27日（金） 

場所：科学技術振興機構 JSTホール（東京・市ヶ谷） 

主催：岡山大学、鳥取大学、科学技術振興機構 

プログラムと発表案件の概要：

http://jstshingi.jp/sansan/2009/index.html 

 

鳥取大学からは工学研究科社会基盤工学専攻准教授谷口朋代先生に「桁端衝突時の固定支沓破壊防止

（ダンパーを用いた衝撃吸収経路の付加）」のタイトルでご発表いただきます。本案件は昨年３月に出

願され、早期審査によりすでに権利化された発明です。 

知的財産情報：【特許番号】4336857、【特許権者】鳥取大学、【発明者】谷口朋代 

発表分野、タイトル、講師は次の通りです。 

2009年 11月 26日（木）10:00～16:40 

＜材料・加工＞ 二酸化炭素のエポキシへの固定化触媒の開発による環状炭酸エステルの合成 
岡山大学 大学院自然科学研究科 機能分子化学専攻（工学部物質応用化学科）教授 酒井 貴志 

＜バイオ・医療＞ 高度特異的タグシステムを利用した新規ペプチド創薬 
岡山大学 大学院自然科学研究科 機能分子化学専攻 助教 今中 洋行 

＜バイオ・医療＞ タンパク質カチオン化技術の医用工学への応用 
岡山大学 大学院自然科学研究科 機能分子化学専攻 准教授 二見 淳一郎 

＜バイオ・医療＞ ブドウ球菌によるバイオフィルム形成阻害剤と医療機器への応用 
就実大学 薬学部 薬学科 准教授 塩田 澄子 

＜土木・建設＞ 桁端衝突時の固定支沓破壊防止（ダンパーを用いた衝撃吸収経路の付加）  
鳥取大学 大学院工学研究科 社会基盤工学専攻 准教授 谷口 朋代 

＜環境・エネルギー＞ 温泉を熱源とする温度差エンジンの出力向上技術 
米子工業高等専門学校 機械工学科 准教授 森田 慎一 

＜環境・エネルギー＞ 岡山大学グリーンフェライトの新機能 
岡山大学 大学院自然科学研究科 先端基礎科学専攻 教授 池田 直 

＜環境・エネルギー＞ p型有機芳香族分子と n型フラーレン分子系の接合による太陽電池開発 
岡山大学 大学院自然科学研究科 機能分子化学専攻 教授 久保園 芳博 

＜環境・エネルギー＞ 石炭灰の有効利用 
岡山大学 大学院環境学研究科 資源循環学専攻 教授 三宅 通博 

 2009年 11月 27日（金）10:00～16:30 

＜情報＞ Mobile Mapping System による道路の 3Dモデル構築とその応用 
岡山理科大学 工学部 情報工学科 准教授 島田 英之 

＜情報＞ プロジェクタとカメラを利用した、ワンショットスキャンによる動的シーンの形状計測 
広島市立大学大学院 情報科学研究科 知能工学専攻 講師 古川 亮 

＜情報＞ 可逆圧縮符号化技術及び三次元カラーバーコード・システム 
島根大学 総合理工学部 数理・情報学科 講師 六井 淳 

＜情報＞ 匿名認証技術を高度に実現する代数計算ライブラリ 
岡山大学 大学院自然科学研究科 産業創成工学専攻 助教 野上 保之 

＜情報＞ グループ署名を用いた匿名認証 
岡山大学 大学院自然科学研究科 産業創成学専攻情報通信システム学講座 准教授 中西 透 

＜情報＞ 映像フィードバックを利用するバーチャルスポーツシステム  
近畿大学 工学部 情報システム工学科 准教授 田中 一基 

＜ものづくり＞ 視覚障害者のための盲導犬ロボットの開発とガイド機器の可能性 
広島大学 産学連携センター 新産業創出・教育部門 教授・部門長 三枝 省三 

＜材料・加工＞  カーボンナノチューブ超分散技術を利用した導電性・光機能性薄膜材料 
岡山大学 大学院環境学研究科 資源循環学専攻 准教授 高口 豊 

＜バイオ・医療＞  潤沢な資源を用いた新規タミフル製造技術 
岡山大学 教育学研究科、自然科学研究科兼坦 理科教育講座 准教授 石川 彰彦 

http://jstshingi.jp/abst/2009/sansan/program.html#261
http://jstshingi.jp/abst/2009/sansan/program.html#262
http://jstshingi.jp/abst/2009/sansan/program.html#263
http://jstshingi.jp/abst/2009/sansan/program.html#264
http://jstshingi.jp/abst/2009/sansan/program.html#265
http://jstshingi.jp/abst/2009/sansan/program.html#266
http://jstshingi.jp/abst/2009/sansan/program.html#267
http://jstshingi.jp/abst/2009/sansan/program.html#268
http://jstshingi.jp/abst/2009/sansan/program.html#269
http://jstshingi.jp/abst/2009/sansan/program.html#271
http://jstshingi.jp/abst/2009/sansan/program.html#272
http://jstshingi.jp/abst/2009/sansan/program.html#273
http://jstshingi.jp/abst/2009/sansan/program.html#274
http://jstshingi.jp/abst/2009/sansan/program.html#275
http://jstshingi.jp/abst/2009/sansan/program.html#276
http://jstshingi.jp/abst/2009/sansan/program.html#277
http://jstshingi.jp/abst/2009/sansan/program.html#278
http://jstshingi.jp/abst/2009/sansan/program.html#279
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山  陰（鳥  取・島  根）発  

新 技 術 説 明 会 
大学・公設試発のライセンス可能な特許（未公開特許を含む）を発表！  

発明者自身が、企業関係者を対象に実用化を展望した技術説明を行い、広く実施企業を募ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

プログラム（鳥取大学のみ抜粋） 
 

発表時間 番号 分野 題  名 / 発表者（所属・氏名・職名） 

11:50～12:20 ３ 環 境 原子状に微細化した安価な高活性パラジウム触媒による機能性材料合成反応 

                                鳥取大学大学院工学研究科 奥村 和 助教 

    

    

 

 

 

13:40～14:10 ４ 医療・健康 魚油に含まれる多価不飽和脂肪酸の心房細動予防作用 

鳥取大学医学系研究科 久留一郎 教授 

  
 
 
 
 
 
 
14:10～14:40 ５ 医療・健康 細菌糖鎖を利用したワクチンと分析・診断ツールの開発 

鳥取大学農学部 山崎良平 教授 
 

 
 
 
 
 

16:50～17:20 ９ ものづくり・計測 二方向観察による三次元顕微鏡システムの開発 
 鳥取大学大学院工学研究科 中井 唱 助教 

 

２００９年１２月 ８日（火）１０：３０～１７：３０ 

科学技術振興機構 JSTホール（東京・市ヶ谷） 

主催：国立大学法人鳥取大学 国立大学法人島根大学 
   地方独立行政法人鳥取県産業技術センター 島根県産業技術センター 
   中国地域産学官連携コンソーシアム 独立行政法人科学技術振興機構 
後援(予定)：鳥取県 島根県 財団法人鳥取県産業振興機構 財団法人しまね産業振興財団 
  独立行政法人中小企業基盤整備機構 株式会社山陰合同銀行 株式会社鳥取銀行 株式会社島根銀行 
定員：各説明１００名  情報交換会：17:30～18:30（会費：1,000円） 
参加費無料／事前登録制 

【発表概要】 

USY 型ゼオライトに担持した Pd 触媒に、キシレン中で水素をバブリングすることにより、単原子

状に高分散した金属 Pd 触媒を調整することに成功した。この単原子 Pd 触媒はベンゼン環同士の

C-C結合をつなぎ、機能性分子であるビフェルニル誘導体を生成する鈴木・宮浦反応に対して極め

て高い活性を示す。 

【発表概要】 

多価不飽和脂肪酸は電気を作るイオンチャンネル蛋白を安定化し増加させることを発見した。魚油

特に未利用魚油にこの類似作用があることを見出し、不整脈、心不全及び脳卒中を予防する機能性

食品への応用が期待できる。 

【発表概要】 

細菌性髄膜炎の起炎菌の算出する糖鎖を利用して、以下の開発を行う。 

1) 感染診断および分析ツール 

2) 感染予防のためのワクチン開発 

【発表概要】 

市販の倒立型顕微鏡の側方に対物レンズ、カメラ、光源を一組設置し、二方向から同時観察するこ

とで、大きさ数μｍの対象物の三次元並進・回転運動を数μｍにわたって観察可能な顕微鏡システ

ムを開発した。 
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要注意!! の研究発表と特許出願  
 

 毎年 12月から翌年 3月上旬にかけて、各部局において卒論や修論の発表会が公開性で実

施される場合も多いと思われます。この「公開」に注意が必要です。各部局における当該担

当の先生は必ず読んでください。 

 

                         

 要注意１．論文発表前に必ず出願  

 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） 

 

 要注意２．学会がすべて特許庁の指定を受けているとは限りません !! 
 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。  

 

要注意３．例外規定を受けた特許は権利が弱い。  
だからやっぱり発表前に必ず特許出願 !! 

 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（以下、「知財部門」と略します。）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。 

 

 要注意４．発明者は速やかに発明届出の提出と発明審査委員会での説明が必須 !!  

  発明者が、事務的・技術的に実施するポイントは次のとおりです。添付の図も参考にしてください。 

特に以下のことに注意しましょう！ 

（１）「①発明が創出」されたならば、知財部門と相談した上、「②発明届出書等」の作成※を行う。 

※書類の作成：産学・地域連携推進機構 HP [CONTENTS／知的財産について]を参照 

発明を為した教職員がとる手続･･･発明届出書（様式１）、発明調査表 

 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 

http://www.jpo.go.jp/torikumi/30jyou/30jyou2/dantai.htm
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（２）「②発明届出書等」は、必ず部局事務を経由して提出※※する。 

※※書類（発明届出書と発明調査表）の提出： 

発明者→→所属部局の会計担当係へ提出。ただし医学部は学務・研究課に提出。 

 

（３）『発明審査委員会※※※』は毎月の第４週に開催（月に 1回の開催のため要注意!!） 

※※※発明審査｢委員会では、権利の帰属を「大学」or「発明者（個人）」を決定する。 

 

（４）『発明審査委員会※※※』の決定から、特許事務所への「⑧出願依頼」。 

特許庁への出願までには最低１ヶ月が必要!!（明細書作成は簡単にできません！） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（５）その他  

①問合せ先：知的財産管理運用部門（電話３１－６０００（直）、又は内線２７６５） 

佐々木 茂雄 部門長・教授（s.shigeo@cjrd.tottori-u.ac.jp）、 

山岸 大輔 副部門長・助教（yamagishi@cjrd.tottori-u.ac.jp） 

に電話・電子メールでお問い合わせ下さい。 
 

②問い合せ〆切：平成２２年１月８日（金）※ 

※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。 
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関 西 ・ 中 四 国 支 部が設立！ 

 この度、西日本における「地域の繋がり」を強めることを目的に、関西・中国・四国で

産学連携活動に注力している会員間の交流を深めるとともに、日頃各地で行われている研

究活動を効果的推進することができるように、産学連携学会の「関西・中四国支部」が設

立されました。 

 

そして、当該支部では，①地域が共有する課題解決し産学連携の促進に向けて，産学連

携の事例や研究成果についての情報交換、②地域内の会員の交流を深めるために当該エリ

アの方々が産学連携の事例や様々な研究について発表できる場として、第１回目の「研

究・事例発表会」の開催を、平成２１年１２月４日（金）に松江市で行う計画です。 

  

本学からも、緊密な産学連携活動により、本学における知的財産の活用に関する取組みや

新規の事業立ち上げに成功した事例を発表する予定です。具体的には、 

①「鳥取大学における知的財産に関する活動事例」、 

②「大学知的財産を活用した県内企業による製品開発と共同研究について」 

③「産学連携による障害者の自立を目指した取組み ～高品位馬油の製造と販売～」 

の３テーマについて知的財産管理運用部門の教員が発表します。 

 

 

 

 
＊＊＊ 表紙絵について ＊＊＊ 

ススキの背景は箱根（箱根は外輪山に囲まれて、中にいくつも山がある）

の中にある山で、その黒々とした木々とススキの明るく靡く姿を描きた

かった。（作者：中村宗和先生のコメント） 

＊＊＊編集後記＊＊＊ 

今月の表紙では背景の色に悩みましたが、絵となじんでいるでしょうか。 

一雨毎に秋が深まっています。いろいろなインフルエンザに気をつけまし

ょう。 

 
＊＊＊ 特許相談  ＊＊＊ 

相談員： 佐々木茂雄（部門長・教授） 
TEL：0857-31-6000(直通)（内線 2765） 

     山岸 大輔（副部門長・助教） 
TEL：0857-31-6094(直通)（内線 4072） 

場 所： 産学・地域連携推進機構２F 知的財産管理運用部門  
産学・地域連携推進機構 HP： 

URL／http://www.cjrd.tottori-u.ac.jp/ 

＊＊＊刊行物＊＊＊ 
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１２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：１２月１４日（月）13：30 より
   場 所：産学・地域連携推進機構 会議室

＜お知らせ＞ 1 月相談会予定 冨田弁理士 1/15(金）         滝本弁理士 1/15(金）

2 月相談会予定 冨田弁理士 2/15(月・米子地区で実施） 滝本弁理士 2/16(火）

3 月相談会予定 冨田弁理士 3/12(金）         滝本弁理士 3/15(月）

【目  次】

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

【巻頭言】「パテント・トロール(特許の怪物)の台頭に思うこと」 ････････････ 2

アグリビジネス創出フェア報告 ･･･････････････････････････････････････ 3

中国地域さんさんコンソ新技術説明会報告 ････････････････････････････････ 4
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2009 年を回顧して ････････････････････････････････････････････････ 7～8

  産学・地域連携推進機構

知財部門ニュース
３３号
(通番 62号)

2009 年 12 月刊

【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１１日（金）13：30 より
   場 所：医学部学務・研究課 第１会議室

ヒガンバナ
（産学・地域連携推進機構 駐車場）

ガザニア
場所：産学・地域連携推進機構駐車場
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Patent

朝、会社の机に向かうと、ます、パソコンを開き、メールをチェックした後、

知的財産情報サイトである「パテントサロン」を見て、特許訴訟等の動きをチェ

ックするのが日課なのですが、11 月 6日は、パテントサロンの「クローズアップ

現代 NHK “特許の怪物”日本企業を襲う 11 月 6 日 19:30～」 が目に入りま

した。そして、その番組の紹介の欄には、次のように記載されていました。

「いま、“パテント・トロール（特許の怪物）”と呼ばれるアメリカ企業に、日本の大手メーカー

が特許侵害で訴えられ、多額の和解金を支払わされる事態が相次ぎ、大きな脅威となっている。こ

のパテント・トロールは、組織力、資金力において従来の"特許ゴロ"と大きく異なる。彼らは、メ

ーカーがいずれ開発すると思われる次世代の製品・技術を、経済や科学技術の専門家チームで未来

予測し、関連する特許を先に買い集めて、狙い打ちするのだ。資金源の中にはファンドや機関投資

家も含まれていると見られている。不況のなか、特許を「有望な投資商品」と位置付け、大量の投

資マネーが流入しているのだ。自らは、物作りせず、膨大な特許を保有するパテント・トロールに

どう対抗していくのか、その実態と対策を検証する。」

その日は、自宅で番組を見ましたが、出演されている方は、電機業界でよく知っ

ている知的財産関係の人ばかり。パテント・トロールの被害は、特に、我々電機業

界でひどいということを感じました。

実は、私は、11 月 11 日から 16 日まで、ロサンジェルスへの出張だったのです。目的は、パテント・ト

ロールとの交渉。解決しても解決しても次から次へと起こるパテント・トロール案件そのものでした。

パテント・トロールの常套手段は、個人発明家等から米国特許を買い取り、何の前触れもなくテキサス州

にて企業を訴えるのです。

テキサス州は、原告有利な判決が出されることで有名で、また、陪審員制度を取る米国では日本企業が

勝訴を勝ち取ることはとても難しい状況なのです。仮に、非侵害または無効になる確率が非常に高いと思

われても、米国で特許訴訟を維持するには弁護士費用が最低でも 2～3 億円/年、判決までとなると 10億円

以上になることもあります。

パテント・トロールは、米国の特許訴訟制度の特色を巧みに利用し、和解に持ち込み、多額の和解金を勝

ち取るのです。ビジネスと割り切れば、それまでですが、やはり純粋な特許マンから見ると腹立たしい感

情が湧き上がります。

しかし、これが現実で、上記番組でも紹介されていましたが、パテント・トロール対策のために、パテ

ント・トロールが特許を買う前に買ってしまう、要はパテント・トロールが買う特許を無くしてしまうシ

ステム作りにまで発展しています。

知的財産の世界でも、時代はもの凄いスピードで動いている、そう感じます。

弊社もそのスピードについて行きながら、産学・地域連携においてお役に立てる

情報提供ができればと思っています。

【巻頭言】

三洋電機コンシューマー
エレクトロニクス㈱
知的財産部 部長

山本明良 氏

「パテント・トロール(特許の怪物)の台頭に思うこと」
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－ここで始まる産学官連携。未来につながる技術シーズ満載！－

農林水産省主催のアグリビジネス創出フェア2009に鳥

取大学農学部が出展しました。知的財産管理運用部門

ではその展示スペースの一小間に出展しました。総入

場者数 22,877 人。期間中は資料を 400 部程度配布し、

多くの方の強い関心を集めました。

開催月日：１１月２５日（水）～２７日（金）

会  場： 幕張メッセ 展示ホール（千葉県千葉市）

（内容の詳細は知財部門ニュース 11月号（32号）に記載）

鳥取大学のブースでは、農学部が育成した梨の試食と、農学系知的財産権の活用事例として、グルコサ

ミン配合の化粧品（ほほうるる）、素材成分をそのままに精製した馬油（くんわオイル）、キノコや野草

など多くの植物を熟成させた飲料水（体元水）など、産学連携により開発した商品の紹介と展示を行い

ました。来場した多くの方々に、それら製品の品質と技術に、高い関心と興味をもって頂きました。

今後も益々このような本学の特許技術の実用化と製品化が期待されます。

【参考】上記の商品や会社等概要は次の各ホームページをご覧ください。

株式会社 シャルビー・・・・・・http://www.shallbe.jp/

株式会社 ＨＡＭＡＮＯＨ・・・・http://taigensui.jp/

社会福祉法人 阿蘇くんわの里・・http://www.asokunwa.com/

有限会社 カンダ技工・・・・・・http://www.kandagiko.com/

報告

株式会社シャルビーの展示
化粧品「ほほうるる」

株式会社ＨＡＭＡＮＯＨの展示
飲料水「体元水」

社会福祉法人 阿蘇くんわの里
有限会社 カンダ技工

馬油オイル「くんわオイル」
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鳥取大学が岡山大学とともに実施している「中国地域産学官連携コンソーシアム」＜愛称：さんさん

コンソ＞が、新技術説明会を開催しました。＜さんさんコンソ＞の会員校２２校のうち、９校１８件

の技術シーズを発表しました。

開 催 日： 11 月 26 日（木）～ 27 日（金）

開催場所：科学技術振興機構 JST ホール（東京・市ヶ谷）

       (内容の詳細は、知財部門ニュース 11月号（32号）に掲載)

鳥取大学からは工学研究科社会基盤工学専攻准教授谷口朋代先生が「桁端衝突時の固定支沓破壊

防止」のタイトルで発表しました（シーズ説明参照）。本案件は昨年３月に出願され、早期審査に

よりすでに権利化された発明です。知的財産情報：【特許番号】4336857、【特許権者】鳥取大学

【発明者】谷口朋代氏

「鳥取大学知的財産シーズ集 2009」より抜粋

２日間にわたり、バイオ・医療、土

木・建設、環境・エネルギー、情報、

ものづくり、材料・加工の分野から中

国地域の大学、高専の選りすぐりの技

術シーズが紹介されました。各発表に

５０人前後の方々が来場され、発表者

の研究成果を熱心に聴講されていま

した。

発表後には聴講者の希望に応じ、コ

ーディネーター立会いの下、発表者と

の個別面談が行われました。谷口先生

をはじめ、各発表の先生方の技術シー

ズが共同研究に発展し、あるいは事業

化されることが期待されます。

来年も引き続き、中国地域さんさん

コンソ新技術説明会を開催する予定

です。

報告
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日刊工業新聞第４回モノづくり大賞の贈賞式及び記念講演が「産学官ビジネスフェア 2009」で

11 月 27 日（金）14時～16 時に行われました。

その中で、鳥取大学は社会福祉法人治誠会阿蘇くんわの里、カンダ技工、鳥取県知的所有権センター、

熊本県知的所有権センターとともに、案件『産学連携による障害者の自立を目指した取り組み～高品質

馬油の製造と販売～』で日刊工業新聞第 4 回モノづくり連携大賞 特別賞を受賞しました。

本学農学部斎藤俊之准教授による発明の特許出願「動物油脂の製造方法及び製造装置」が社会福祉法

人治誠会阿蘇くんわの里に技術移転し商品化に成功した事例であり、熊本・鳥取両県の特許流通アドバ

イザーが連携し、試作・評価にはカンダ技工が協力しました。障害者自立支援に向けた関係者の熱意と

努力が生きた事例として、高く評価されました。

この事例は、知財部門ニュース 27号（2009 年 6月刊行）で経過やシーズ等の詳細を掲載しています。
阿蘇くんわの里、カンダ技工、斎藤准教授のコメントもありますので合わせてご覧ください。

(1)表彰対象案件：１２件

入賞案件の個別案件紹介については、１１月２０日付の日刊工業新聞にて掲載されています。

(2)表彰式プログラム

①１４：００ 贈賞式（大賞、日刊工業新聞社賞、新技術開発賞、中小企業部門賞、特別賞）

②１４：５０ 休憩

③１５：００～１６：００ 受賞者プレゼンテーション

（大賞、日刊工業新聞社賞、新技術開発賞、中小企業部門賞）

第４回モノづくり連携大賞受賞関係者一同

（於：東京ビッグサイトの会場内メインステージ）
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今年度、改選時期にありました「発明審査委員会」の委員の方々が決定しました。

発明審査委員会は、本学の研究者(教職員)が発明したアイデアを特許技術の３要素（新規性はあるか、

進歩性はあるか、工業上有用な技術か）から、法人(鳥取大学)に承継するか否かを決定する機関として

重要な役割を担っています。

所   属 職  名 氏  名 任    期 備  考

産学・地域連携推進機構

知的財産管理運用部門
部 門 長 佐々木 茂雄 H17.11.1～

第3条第3項

第1号

産学・地域連携推進機構 准教授 長島 正明 H21.11.1 ~ H23.10.31
第3条第3項

第2号

（独）科学技術振興機構

知的財産戦略センター

大学支援グループ

特許化支援事務所

（中・四国）

特許主任調査員
三宅 哲雄 〃

第3条第3項

第3号

〃 〃 石橋 頼幸 〃 〃

地域学部 教授 田村 純一 〃
第3条第3項

第4号

医学部 准教授 田中 俊行 〃
〃

工学研究科 准教授 市野 邦男 〃 〃

〃 准教授 川面 基 〃 〃

農学部 准教授 芳賀 弘和 〃 〃

乾燥地研究センター 助教 伊藤 健彦 〃 〃

イノベーション科学

センター
准教授 大田 住吉 〃 〃
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２００８年後半に米国で発生したサブプライム問題に端を発した急激な経済不況の嵐が、２００９年当

初には世界全体に吹き荒れ、100 年に１度という大変厳しい経済恐慌を巻き起こしました。

知的財産を主体とした産官学連携活動につきましても、本年は正に丑年の牛の業態を思わせる厳しい経

済環境下での活動となりました。

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」（H20.6 月採択）の本格稼働。

・三菱電機グループ会社との共同研究の開始。

規程類の整備

・「鳥取大学利益相反の改定」の施行（H21.5.7）。

セミナー等の開催

・「中国地域産学官連携コンソーシアム」事業説明会を開催（2月）

・「特許情報活用セミナー」事業（鳥取県、鳥取県知的所有権センター他主催）

を中国地域産学官連携コンソーシアムが後援（7～8月）

イベント等の開催

・「山陰発技術シーズ発表会 in 島根」で発表 1件（3 月）

・「第 8 回産学官連携推進会議」で本学ポスター展示 4 件、また産学官連携事例として企業のポスター

展示２件うち試飲サービス 1件（6 月）

・「ＣＩＣ東京新技術説明会」で発表及びポスター展示 2 件（7月）

・「第 7 回産学連携学会」で発表 1 件、ポスターセッション 1件（8 月）

・「山陰発技術シーズ発表会 in とっとり」で発表 4件（9 月）

・「イノベーション・ジャパン 2009」で発表 1件、商品展示 1件（9 月）

・「アグリビジネス創出フェア 2009」でポスター展示 4 件、商品展示 3件（11 月）

・「中国地域さんさんコンソ新技術説明会」で発表 1 件（11 月）

・「山陰（鳥取・島根）発新技術説明会」で発表 4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）

・鳥取大学の知的財産を活用した製品の記者発表（9 月）

・第四回モノづくり連携大賞 特別賞受賞（11月）

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（地域学部地域環境学科 1 名、同学部大学院地域学研究科 1 名）の卒業論文と修士論

文の発表（2月）

・知的財産インターンシップ実習 実習生 2 名（8～9 月）

・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 15 名（11 月）

おめでとう

ございます!!
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２００９年 知財部門ニュースの発行（通番、シリーズ）

1 月号(51 号)：紹介します！シリーズ第 8 回―玉井博康―

2 月号(52 号)：紹介します！シリーズ第 9 回―村上耕一―

3 月号(53 号)：紹介します！シリーズ第 10 回―上山良一―

4 月号(54 号)：巻頭言「知的財産管理運用部門の今後の活動について」

産学・地域連携推進機構 機構長 菅原一孔氏

5 月号(55 号)：巻頭言「当財団は鳥取県における産学連携の架け橋！」

           財団法人鳥取県産業振興機構 理事長 金田 昭氏

6 月号(56 号)：巻頭言「知財保護と連携」

           ジェトロ鳥取貿易情報センター 所長 太田 康富氏

7 月号(57 号)：巻頭言「地域産業の付加価値を高める知的財産の活用について」

           鳥取県商工労働部 産業振興総室 総室長 中山 孝一氏

8 月号(58 号)：巻頭言「地域の知的情報基盤としての図書館の可能性」

           鳥取県立図書館 支援協力課長 小林隆志氏

9 月号(59 号)：巻頭言「『産業技術センターがあってよかった』という声があがるセンターを

目指しています」

             地方独立行政法人鳥取産業技術センター企画管理部 企画室長 門脇 亙氏

紹介します！シリーズ第 11 回―岡崎敏夫―

10 月号(60 号)：巻頭言「リサイクル技術の開発による地域貢献を目指して」

           鳥取県生活環境部 衛生環境研究所 所長 三木文貴氏

11 月号(61 号)：巻頭言「鳥取県農林業に役立つ知財をめざして」

           鳥取県農林水産部 農林総合研究所 所長 足立恵一氏

12 月号(62 号)：巻頭言「パテント・トロール(特許の怪物)の台頭に思うこと」

           三洋電機コンシューマーエレクトロニクス㈱知的財産部 部長 山本明良氏

人事異動

・太田紀子事務補佐員採用（1 月 1 日付）

・鳥取大学 産学・地域連携推進機構 助教として山岸大輔氏採用、知的財産管理運用部門に配属。

（4 月 1 日付）

その他

・鳥取大学広報誌「風紋(19 号)[2009 年 1 月号]に「中国地域産学官連携コンソーシアムの設立」掲載

・「鳥取大学特許事務管理マニュアル」を作成（3 月）

・「鳥取大学知的財産シーズ集 2009」を刊行（3 月）

＊＊＊ 編集後記 ＊＊＊

現在、知的財産に係わる国家戦略は継続するものの、現在民主党政権の下で行われた

「事業仕分けの判定結果」によると、地域科学技術振興・産官学連携が廃止との方向

にあります。この状況を打破することは困難ですが、仕事にプライドを持って突き進

むことになるでしょう。

＊＊＊ 特許相談 ＊＊＊
相談員： 佐々木茂雄（部門長・教授） TEL：0857-31-6000(直通)（内線 2765）

    山岸 大輔（副部門長・助教）TEL：0857-31-6094(直通)（内線 4072）      

場 所： 産学・地域連携推進機構２F 知的財産管理運用部門

                  FAX：0857-31-5474(専用)（内線 2771）

産学・地域連携推進機構 HP：URL／http://www.cjrd.tottori-u.ac.jp/

＊＊＊刊 行 物 ＊＊＊

知財部門ニュース 12 月号
＜33 号＞（通番 62 号、

2009 年 12 月 1日発行）

編集・著作：
知的財産管理運用部門

発行:鳥取大学
産学･地域連携推進機構

ありがとう

ございました!!
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１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】
   相談員：滝本智之弁理士
         （電機・機械関係他）
   日 時：１月１5 日（金）13：30 より
   場 所：産学・地域連携推進機構 会議室

＜お知らせ＞ 2月相談会予定 冨田弁理士 2/15(月・米子地区で実施） 滝本弁理士 2/16(火）

3 月相談会予定 冨田弁理士 3/12(金）         滝本弁理士 3/15(月）

【目  次】

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

【巻頭言】「山陰海岸ジオパーク」 ･･････････････････････････････････････ 2

山陰（鳥取・島根）発新技術説明会報告 ･････････････････････････････････ 3

さんさんコンソからのお知らせ「JST目利き人材育成プログラム」 ･･････････ 4

知的財産管理運用部門員から一言 ････････････････････････････････････ 4

  産学・地域連携推進機構

知財部門ニュース
３４号
(通番 63号)

2010 年 1 月刊

【米子地区】
   相談員：冨田憲史弁理士

        （医獣・バイオ関係他）
   日 時：１月１5 日（金）13：30 より
   場 所：産学・地域連携推進機構 研修室

サザンカ

場所：湖山小学校校庭横信号付近
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「世界ジオパークネットワーク」は、地球の歴史を刻み込んだ貴重な地質遺産を

含む地域を指定し、保全・活用して後世に伝え・残して行くことが要求されてい

ます。地質遺産を活用して地域振興を図ることが課題です。相反する考えのバラ

ンスを考慮しながら、「自然遺産の保全と活性化のプロジェクト」を作成し、実

践することで、「持続可能な自然環境と地域社会を構築する」ことを目指します。

「山陰海岸ジオパーク」のテーマは「日本海形成に伴う多様な地形・地質・風

土と人々の暮らし」です。山陰の海岸美は、花崗岩・玄武岩などで形成される荒々

しい岩石海岸と優美な砂浜海岸です。それは日本海形成のドラマが記録され、数

千万年以上の長い歴史を刻んでいます。そして、日本海の影響による気候・気象

が山陰海岸の環境を創り、固有の動植物が生育しています。人々の暮らしも山陰

の気候・風土の中で営まれています。

山陰海岸ジオパークの地域は、東の京都府京丹後市経ヶ岬から西の鳥取市白兎海岸までの約１１０キ

ロメートルの海岸線、山地を含む南北約３０キロメートルが範囲で、その中に１２のジオエリアが設定

されています。そして、山陰海岸を構成している岩石・地層・地形を、ジオテーマに沿った５つの時代

に区分して、日本海の形成過程を明らかにしています。

Ⅰ： 日本海形成前の大陸の時代（7500～5000 万年前） 浦富海岸(花崗岩)

Ⅱ： 日本海形成へ向けた前駆的内陸盆地と安山岩質マグマ活動の時代

（2200～1700 万年前）

Ⅲ： 日本海形成に至る堆積盆地と流紋岩質マグマ活動の時代

（1700～1100 万年前）

Ⅳ： 日本海成立後に引き続く火山活動の時代（400～200 万年前）

Ⅴ： 現在の地形形成と第四紀火山の時代（200 万年～現在） 鳥取砂丘

２１世紀が環境の世紀であり、地域の美しい自然を次世代に引き継ぐために、保護活動が必要なこと

は言うまでもありません。しかし、地域社会が過疎化し、疲弊して存続できない状況になっては「ジオ

パーク」ではありません。「地域振興」がもう1 つの柱です。地域の財産である地質遺産を産官学連携・

広域連携で活用することが必要であり、これは大学の知的サポートがなければ成り立たないことです。

「見て・食べる」観光からの脱却を図り、体験型観光の開発は専門知識を持っている大学のサポートが

不可欠です。鳥取県・兵庫県・京都府の地場産業の交流による地域振興は産官学連携・広域連携による

開発プロジェクトが必要です。大学の知的財産の活用は「山陰海岸ジオパーク」の行く末を決める重要

なファクターです。

                

【巻頭言】

「山陰海岸ジオパーク」

図：山陰海岸ジオパーク範囲と１２のジオエリア

放送大学
鳥取学習センター所長

鳥取大学名誉教授

西田良平
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山陰（鳥取・島根）発

   新技術説明会 報告

12 月 8日(火)に東京市ヶ谷の（独）科学技術振興機構 JST ホールにおいて、山陰（鳥取・島根）

発新技術説明会が開催されました。鳥取県、島根県の主な研究機関が連携して開催する新技術説明

会も今回で 3回目となります。全体で１０テーマの発表のうち、鳥取大学からは未公開特許技術を

中心に、環境、医療・健康、ものづくり・計測分野で 4テーマの発表を行いました。延べ参加者も

約４８０人と、大変盛況な説明会となりました。

[新技術説明会の詳細は、知財部門ニュース 11月号をご覧ください。]

原子状に微細化した安価な高活性パラジ

ウム触媒による機能性材料合成反応

【技術に関する
知的財産権】

特願 2008-239789
特願 2009-205487

【分野】環境

工学研究科 奥村 和 助教

魚油に含まれる多価不飽和脂肪酸の心房

細動予防作用

【技術に関する
知的財産権】

特願 2008-148303

【分野】

医療・健康

医学系研究科 久留一郎 教授

細菌糖鎖を利用したワクチンと分析・診断

ツールの開発

【技術に関する
知的財産権】

特願 2009-122595

【分野】

医療・健康

農学部 山崎良平 教授

二方向観察による三次元顕微鏡システム

の開発

【技術に関する
知的財産権】

特願 2009-035171

【分野】

ものづくり・計測

工学研究科 中井 唱 助教
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さんさんコンソ（中国地域産学官連携コンソーシアム）からのお知らせ

JST 技術移転に係わる目利き人材育成研修プログラム

平成 21 年度研修（地域コース：鳥取開催）

「マリンナノファイバーをテーマとした地域産学官連携推進」

2月 2日（火）10:00～17:00

県民ふれあい会館 ４階中会議室２（鳥取市扇町）

研修プログラムは、１日で行われ、下記内容で構成されています。

【講義】①良い提案とは ②S-Nマトリックス変換の活用法

【事例紹介】“マリンナノファイバー”技術説明

【事例研修（グループ討議）】事例の活用方策についてグループ実践研修

お問い合わせは清水（電話:0857-31-5703/Email: info@sangaku-cons.net）まで

＊＊＊ 編集後記 ＊＊＊

昨年１２月、（財）日本漢字能力検定協会による『今年の漢字』には、様々な

意味を含んで「新」が選ばれ、清水寺の「奥の院」で森清範貫主が和紙に墨汁鮮

やかに「新」の文字を揮毫（きごう）しました。

今年は知財部門として新（心）機一転、知的財産活動に邁進したいと思います。

本学教職員の皆様のご支援・ご鞭撻をよろしくお願いいたします。

＊＊＊ 特許相談 ＊＊＊
相談員：佐々木茂雄（部門長・教授） TEL：0857-31-6000(直通)（内線 2765）

    山岸 大輔（副部門長・助教）TEL：0857-31-6094(直通)（内線 4072）      

場 所：産学・地域連携推進機構２F 知的財産管理運用部門

                  FAX：0857-31-5474(専用)（内線 2771）

産学・地域連携推進機構 HP：URL／http://www.cjrd.tottori-u.ac.jp/

＊＊＊刊 行 物 ＊＊＊

知財部門ニュース 1月号
＜34 号＞（通番 63 号、

2010 年 1月 1日発行）

編集・著作：
知的財産管理運用部門

発行:鳥取大学

産学･地域連携推進機構

本年もよろしくお願い致します。

研究成果の知財化、活用等を支援

していく所存です。

発明に係ることなら些細なこと

でもご連絡ください。

（山岸副部門長・助教）

知的財産管理運用部門で特許
の仕事に携わって丸一年がた
ちました。
一からのスタートでしたが、
先生方をはじめ周りの方々に
助けていただきながらの感謝
なしでは過ごせない一年でし
た。
まだまだ勉強することはたく
さんありますが、今年は昨年
より少しはお役に立てれば…
と思っています。
今年もよろしくお願いいたし
ます。 （太田事務補佐員）

今年は寅年！個人的には飲み

過ぎて虎にならず、組織的には

知識溢れる虎の翼になりたい

ものです。

（佐々木知的財産管理運用

部門長・教授）

鳥取に来て１年が過ぎ、変化に

富んだ四季を一通り体感するこ

とができました。今年もさんさ

んコンソともどもよろしくお願

いいたします。

（清水産学官連携プロデューサー

・プロジェクト研究員）

皆様の部門ニュースへの投

稿をお待ちしています。新企

画やアイデアも募集していま

す。部門室でどんどん話しま

しょう。

今年も健康に気をつけ、仕

事と趣味と家庭の予定で詰ま

った日々を元気で楽しく過ご

せるよう頑張ります。

よろしくお願い致します。

（矢部事務補佐員）
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２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：2 月 16 日（火）13：30より
   場 所：産学・地域連携推進機構 2 階 会議室

    ＜お知らせ＞ 3 月相談会予定 冨田弁理士 3/12(金）滝本弁理士 3/15(月）

                                場所：鳥取大学 事務局第 2 会議室（両日とも）

【目  次】

２月の特許相談会 ･･･････････････････････････････････････････････････ 1
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  産学・地域連携推進機構

知財部門ニュース
３５号
(通番 64号)

2010 年 2 月刊

クリスマスローズ

絵：中村宗和名誉教授

【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 15 日（月）13：30 より
場 所：医学部 総合研究棟 4 階 セミナー室
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「まいど、鳥取県関西本部です」

                     鳥取県関西本部  
本部長 米田裕子

まいど、鳥取県関西本部です。当本部は、平成２０年に、大阪事務所から関西

本部に名称を変更し、文字通り関西圏全体を活動範囲に、県民方、県内企業の

皆様等に役立つ事務所として様々な活動をしております。

関西圏と本県との経済交流の推進並びに IJU 定住の促進、鳥取県の観光情報等

を関西圏での発信、鳥取県の農産品や伝統工芸品等の関西圏での新たな販路の開

拓を主な業務としております。

また、同事務所内には、鳥取市、倉吉市、米子市、八頭町、琴浦町、鳥取大学、県産業振興機構、県

観光連盟、県物産協会が事務所を構えており、関西本部と連携を取りながら、関西圏の企業の方や移住

定住を希望する方々に対してワンストップでのサービス（情報提供等）をしております。

本県は、平成２０年の近畿ブロック知事会と関西広域機構への入会、昨年６月の DBS クルーズフェリ

ーの就航、また本年の３月には鳥取自動車道の県内部分が開通することにより、関西圏のみならず東ア

ジア圏との結びつきがこれまで以上に強固となり、経済的にも人的にも交流がますます拡大することと

なります。

これまでも、当本部は、鳥取大学等の県内高等教育機関や県内企業が保有する最先端の技術を発表す

る「ビジネス交流会」の開催等により、関西圏の企業との産学官連携を推進しているところです。

関西圏や東アジア圏との経済的交流が活発化することにより、鳥取県の工業製品や農産物、県内の大

学等高等教育機関が保有する先端技術やノウハウ等を関西圏のみならず、日本全国に、海外に展開して

いくこととなり、メイド・イン・トットリというブランドを進めるためにも、特許、商標登録等の知的

財産の考え方が今後ますます重要となってくるものと思われます。

更に、当本部は、関西圏での「人財」についても大事にしていきたいと思います。来年度は、大阪商

工会議所、東大阪商工会議所の他、京都、神戸、守口門真、姫路の商工会議所に入会することとしてお

り、各商工会議所が持つ「人財」のネットワークを拡大・最大限活用していくこととしております。

また、本県では、毎年約９００人の高校生が関西圏の大学等に進

学していますが、県内企業の就職する学生はごく一部であることか

ら、当本部では、本県産業の振興にとって貴重な「人財」を確保す

るため、新たに関西圏の大学と協力して就職セミナー等を開催する

こととしております。

当本部といたしましては、来年度についても、鳥取県が保有する

優秀な「財」を PR し、これまで以上に県民の皆様、県内企業の皆様

に役立つ事務所として活動して行くこととしておりますので、皆様

からのご指導ご鞭撻をよろしくお願いいたします。       

【巻頭言】

米田裕子女史
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＜特許庁＞

模倣品・海賊版撲滅キャンペーン実施中

みなさん、お気づきですか？

特許庁が平成 21 年 12 月 11 日から「模倣品・海賊

版撲滅キャンペーン」を実施しています。

12 月 24 日まではテレビＣＭなどで「あなたはニセモ

ノの誘惑に負けないでください」をテーマに 15 秒の

スポット放映をし、また 12月 29 日までは主要各駅に

大判ポスター（右は縦形ポスター）が掲示されていた

ので、出張中にご覧になった方もあるかもしれません。

でもどれもご覧にならなかった方のために、この公

式ウェブサイト (www.kawanai.go.jp) をご紹介しま

しょう。

このサイトには「シチュエーションドラマ（模倣品・

海賊版の弊害、模倣品・海賊版購入の罠等）やその解説

(海外で買い物をする際の注意点等)」（特許庁ホームペ

ージから引用）が掲載（開設期間：平成 22 年 3月 31 日

まで）されています。

シチュエ－ションドラマ「模方家の災難」では、父 模方良文(48 歳)、母 模方光子(46 歳)、息

子 模方正文(17 歳)がそれぞれ模倣品・海賊版への誘惑に駆られます。そして父は模造薬、母は

海外旅行で購入した海賊版ＤＶＤ、息子はプレゼントするブランド品の模造品に関わったことに

よる不運の物語が展開していきます。短編で解説も分かりやすいので気軽に視聴できるドラマで

した。

また、すでに終了しましたが『「Yahoo！JAPAN」等 6つの関連ページにおいて、本キャンペー

ンのバナー広告を掲載する等インターネットを活用した広告』（特許庁ホームページから引用）を、

オークションの関連ページ（例えば「トラブル対策」や「トラブル予防と対策」など）でみるこ

とができていました（掲載期間： 1月 31 日まで）。オークションを利用するとき、一度開いてみ

てはどうでしょうか。まだ引き続き掲載されているかも・・・。

平成 21 年度模倣品・海賊品撲滅キャンペーンについて
～模倣品被害に対する消費者意識を向上します～

（特許庁ホームページ、平成 21 年 12月 10 日発表記事から引用）
１．目的
昨年 10 月に実施された内閣府世論調査では、国民の約半数が模倣品の購入を容認する結果となってお

り、依然として、啓発活動等を通じて消費者の意識向上を図っていかなければならない状況です。
近年、特にインターネットを利用した模倣品・海賊版の流通が増加傾向にあることから、本年度の「模

倣品・海賊版撲滅キャンペーン」では、インターネットショッピングによる模倣品購入を事例として取り
上げました。これは、気軽に模倣品・海賊版を購入してしまう消費者に対して、模倣品購入の悪影響を示
しつつ、購入の誘惑に負けない強い意志を持つよう働きかけるもので、テレビＣＭ、ポスター、特設ウェ
ブサイト等各種広報媒体を通じてメッセージを発信していきます。
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この「知財部門ニュース」の 2008 年 11 月号（20 号、通番 49 号）に、特許権に関する『スーパ

ー早期審査を含む早期審査』を取り上げました。

この頃、特許権に限らず意匠権や商標権での早期審査や早期審理を要求する場合が発生していま

すので、今回は特許権以外の早期審査のみならず早期審理のアウトラインも紹介します。

知的財産権の内、「産業財産権」とは特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の 4 つを言います

が、その 4 つの権利の中で、実用新案権については現在早期審査制度がありません。その理由は、

早期登録制度が平成 6 年 1 月 1 日から施行されたためです。実用新案登録出願には、ⅰ）出願後早

期に実施が開始される案件が多いこと、ⅱ）実施された製品のライフサイクルが短縮傾向にあるこ

とから、早期権利保護を求めるニーズが顕著となりました。このようなニーズに対応するため、特

許庁が新規性、進歩性等の実体審査を行わず、登録を受けるために必要とされる一定の要件を満た

していることのみを判断して権利付与を行うこの制度が施行されました。

従って、「産業財産権」では、特許権、意匠権、商標権の３つの権利において早期審査制度が運

用されています。

早期審理制度については、特許権、意匠権、商標権の３つの権利においてと、出願に係る拒絶査

定不服審判事件についても、早期審理制度があります。

その内、意匠権、商標権については後ほど詳しく述べるとして、特許における早期審理制度につ

いて、申請者が拒絶査定不服審判事件に対する早期審査を申請するための条件について触れておき

ます。

早期審査を申請するには、以下に示すいずれかの条件を満たすことが必要です。

①審判請求人の全部または一部が、中小企業または個人からの案件であること。

②審判請求人自身または審判請求人からその出願に係わる発明の実施許諾受けた者が、当該

発明を実施している案件であること。

③審判請求人が当該発明について、日本特許庁以外の特許庁あるいは政府機関対しても出

願済みの特許案件であるか、国際出願している特許案件であること。

④審判請求人の全部または一部が、大学等高等教育機関、公的研究機関であるか、承認もし

くは認定を得た技術移転機関（ＴＬ０）からの申請案件であること。

⑤審判請求人でない第三者が、当該審判事件に係わる特許出願案件の出願公開後で審決前

に当該発明を業として実施していること。

産業財産権における早期審査・早期審理制度の概要

産業財産における早期審査・早期審理とは？

トピックス
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  意匠権および商標権の早期審査制度は、意匠・商標の早期権利化の社会的要求に応えるため、

出願人の申請に基づき、特許庁が所定の要件を満たす案件について通常案件よりも早く審査・審

理を行うことを目的としています。

(1)意匠権・商標権における運用手順  

意匠権および商標権ともに、基本的に同一の制度にのっとり運用されています。即ち、意匠

および商標登録された出願案件については、所定事項の記載された「早期審査に関する事情説

明書」が申請者から特許庁に提出されます。特許庁では申請案件を選定の結果、早期審査の対

象となった案件については、審査官は可及的速やかに審査手続・処分を遂行することになりま

す。

(2)意匠権における早期審査の対象となる出願要件

次の①または②の要件を備えた意匠登録出願を早期審査の対象とすることができます。

特許庁が提示している要件を以下に列記します。

①権利化について緊急性を要する実施関連出願

出願人自身又は出願人からその出願の意匠について実施許諾を受けた者（ライセンシー）

が、その出願意匠を実施しているか又は実施の準備を相当程度進めている意匠登録出願で

あって、以下のいずれかに該当し、権利化について緊急性を要するものであること。

ⅰ）第三者が許諾なく、その出願の意匠若しくはその出願の意匠に類似する意匠を実施

しているか又は実施の準備を相当程度進めていることが明らかな場合。

ⅱ）その出願の意匠の実施行為（実施準備行為）について、第三者から警告を受けてい

る場合。

ⅲ）その出願の意匠について、第三者から実施許諾を求められている場合。

②外国関連出願

出願人がその出願の意匠について日本国特許庁以外の特許庁又は政府間機関へも出願して

いる意匠登録出願であること。

(3)商標権における早期審査の対象となる出願要件

  商標権における早期審査の対象となる出願要件は、基本的に上記(2)の意匠権における早期

審査の対象となる出願要件とほとんど同一ですが、一部異なります。特許庁が提示している商

標登録出願を早期審査の対象とする要件を以下に列記します。

①権利化について緊急性を要する実施関連出願

出願人自身又は出願人からその出願の商標について実施許諾を受けた者（ライセンシー）

が、その出願商標を指定商品・指定役務に使用している又は使用の準備を相当程度進めて

いて、かつ、権利化について緊急性を要するものであること。

意匠権・商標権における早期審査・早期審理制度の概要

１．早期審査・早期審理制度の目的

２．早期審査制度について
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ⅰ）第三者が許諾なく、その出願商標又は出願商標に類似する商標を出願人若しくはライセ

ンシーの使用若しくは使用の準備に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似す

る商品若しくは役務について使用している又は使用の準備を相当程度進めていることが

明らかな場合。

ⅱ）出願商標の使用について、第三者から警告を受けている場合。

ⅲ）出願商標について、第三者から使用許諾を求められている場合。

ⅳ）出願商標について、出願人が日本国特許庁以外の特許庁又は政府間機関へも出願して

いる場合。

②出願人又はライセンシーが、出願商標を既に使用している商品・役務又は使用の準備を相

当程度進めている商品・役務のみを指定している出願案件であること。

(4)意匠権・商標権における早期審査の申出手続き

   前記したように、早期審査の申出には「早期審査に関する事情説明書」の提出が必要不可欠

であり、その基本的な手続きは以下のとおりです。

①提出者：出願人。

②提出方法：オンライン又は書面。

③提出時期：意匠および商標登録出願の日以降いつでも提出可能。

④「早期審査に関する事情説明書」の主な記載項目：権利化について緊急性を要する実施

関連出願であることを理由として早期審査の適用、あるいは外国関連出願であること

を理由として早期審査の適用を受けようとする場合等で表示内容が異なる（詳細につ

いては省略）。

⑤(特許庁での)手数料：無料。

(1)意匠権・商標権における運用手順

   意匠権および商標権ともに、基本的に同一の制度に則り運用されています。即ち、意匠およ

び商標登録された出願案件に係わる審判事件（拒絶査定不服審判事件）ついては、所定事項の

記載された「早期審理に関する事情説明書」が申請者から特許庁に提出されます。特許庁では

申請案件を選定の結果、早期審理の対象となった案件については、担当する合議体は可及的速

やかに審査手続・処分を遂行することになります。

(2)意匠権における早期審理の対象となる審判事件

次の①または②の要件を備えた意匠登録出願に係わる拒絶査定不服審判事件を早期審理の

対象とすることができます。特許庁が提示している要件を以下に列記します。

①権利化について緊急性を要する実施関連出願に係わる審判事件

審判請求人自身又は審判請求人からその出願の意匠について実施許諾を受けた者（ライセ

ンシー）が、その出願意匠を実施しているか又は実施の準備を相当程度進めている意匠登

録出願に係わる審判事件であって、以下のいずれかに該当する権利化について緊急性を要

するものであること。

３．早期審理制度について
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ⅰ）第三者が許諾なく、その出願の意匠若しくはその出願の意匠に類似する意匠を実施して

いるか又は実施の準備を相当程度進めていることが明らかな場合。

ⅱ）その出願の意匠の実施行為（実施準備行為）について、第三者から警告を受けている場

合。

ⅲ）その出願の意匠について、第三者から実施許諾を求められている場合。

②外国関連出願

出願人がその出願の意匠について日本国特許庁以外の特許庁又は政府間機関へも出願

している意匠登録出願に係わる審判事件であること。

(3)商標権における早期審査の対象となる審判事件

  商標権における出願要件に係わる拒絶査定不服審判事件についての早期審査取扱いは、基本

的に上記(2)の意匠権における出願要件に係わる拒絶査定不服審判事件についての早期審査取

扱いとほとんど同一ですが、一部異なります。特許庁が提示している商標登録出願に係わる拒

絶査定不服審判事件について、早期審査の対象とする要件を以下に列記します。

①権利化について緊急性を要する実施関連出願に係わる審判事件

審判請求人自身又は審判請求人からその出願商標について実施許諾を受けた者（ライセン

シー）が、その出願商標を指定商品・指定役務に既に使用している又は使用の準備を相当

程度進めていて、かつ、権利化について緊急性を要する審判事件であること。

ⅰ）第三者が許諾なく、その出願商標又は出願商標に類似する商標を出願人若しくはライ

センシーの使用若しくは使用の準備に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似

する商品若しくは役務について使用している又は使用の準備を相当程度進めていること

が明らかな場合。

ⅱ）出願商標の使用について、第三者から警告を受けている場合。

ⅲ）出願商標について、第三者から使用許諾を求められている場合。

ⅳ）出願商標について、出願人が日本国特許庁以外の特許庁又は政府間機関へも出願して

いる場合。

②審判請求人又はライセンシーが、出願商標を既に使用している商品・役務又は使用の準備

を相当程度進めている商品・役務のみを指定している審判事件であること。

(4)意匠権・商標権における早期審理の申出手続き

  前記したように、早期審理の申出には「早期審理に関する事情説明書」の提出が必要不可欠

であり、その基本的な手続きは以下のとおりです。

①提出者：審判請求人。

②提出方法：オンライン又は書面。

③提出時期：意匠および商標登録出願に係わる審判請求の日以降いつでも提出可能。

④「早期審理に関する事情説明書」の主な記載項目：権利化について緊急性を要する実

施関連出願に係わる審判事件であることを理由として早期審理の適用、あるいは外国

関連出願に係わる審判事件であることを理由として早期審理の適用を受けようとす

る場合等で表示内容が異なる（詳細については省略）。

⑤(特許庁での)手数料：無料。
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教員インターンシップ実習実施報告

知的財産管理運用部門では、平成 17 年度から学生のための知的財産インターンシップ事業を実

施してきました。今年度は8～9月に実施し、この知財部門ニュース10月号(31号)で報告しました。

そして今年度は新たに、教員のためのインターンシップ事業を次のように実施しました。

    

実習教員：工学研究科 准教授 1名

日  時：平成 22 年 1月 20 日（水）・21 日（木）

    実 習 先：青山特許事務所（大阪市中央区城見 1丁目 3番 7号 IMP ビル）

    指  導：山田卓二弁理士他

    内  容：自分のアイデアを出願することを目的にし、出願までの手順・方法を習得する。

① 特許制度について説明

② 発明の把握・請求範囲の作成ポイント説明

③ 明細書作成

④ 明細書の最終確認およびポイント説明作成

＊＊＊ 編集後記 ＊＊＊
今月の表紙は中村宗和名誉教授の絵です。ローズといってもキンポウゲ科の花で、

2月頃咲く紫色のガクがきれいな「オリエンタリス」とか「レンテンローズ」とか呼ばれる花

です。というわけで、中村先生の絵ではいつも勉強させていただいています。

～中村名誉教授からのメッセージ～

クリスマスローズの花言葉は『私の不安を取り除いてください』です。鳥大の知財部門

が地域社会の不安に応えてくれることを願っています。

＊＊＊ 特許相談 ＊＊＊
相談員：佐々木茂雄（部門長・教授） TEL：0857-31-6000(直通)（内線 2765）

    山岸 大輔（副部門長・助教）TEL：0857-31-6094(直通)（内線 4072）      

場 所：産学・地域連携推進機構２F 知的財産管理運用部門

                  FAX：0857-31-5474(専用)（内線 2771）

産学・地域連携推進機構 HP：URL／http://www.cjrd.tottori-u.ac.jp/

＊＊＊刊 行 物 ＊＊＊

知財部門ニュース 2月号
＜35号＞（通番 64 号、

2010 年 2 月 1日発行）

編集・著作：
知的財産管理運用部門

発行:鳥取大学
産学･地域連携推進機構

鳥取大学

知的財産シーズ集

２０１０

完成間近

４7 シーズ掲載

3 月配布予定

こんなこと

できないかな？

米田裕子女史
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３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：3月 12 日（金）13：30 より 
   場 所：鳥取大学事務局 2階 第 2会議室 
  
    ＜お知らせ＞ 平成 22 年度特許相談員決定  滝本智之弁理士・冨田憲史弁理士（2名継続） 
                           毎月の相談日は原則中旬、月初めに全学にお知らせいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【目  次】
３月の特許相談会 ･･･････････････････････････････････････････････････ 1 

【巻頭言】「地域の知財化で鳥取を豊かに！」･･････････････････････････ 2 
山陰発技術シーズ発表会 in 島根開催 ･･･････････・･････････････････････ 3 
技術移転に関わる目利き人材育成研修会開催の報告 ･･･････････････････････ 4  

  産学・地域連携推進機構 

知財部門ニュース 
３６号
(通番 65 号)

2010 年 3 月刊

花の名： 椿 

撮影：フィールドサイエンスセンター前 

    （道路の向こう側の庭園にて） 

【鳥取地区２】 
  相談員：滝本智之弁理士 
        （電機・機械関係他） 
 日 時：3月 15 日（月）13：30 より 
 場 所：鳥取大学事務局 2階 第 2会議室  
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 鳥取大学産学・地域連携推進機構の皆様には、平素から大変お世話になり誠に

ありがとうございます。鳥取県東京本部の発足に伴い新設された産業振興・定住

支援チームも今月で丸２年を迎えます。その間、当本部においては一昨年８月の

アンテナショップ開設や昨年９月のビジネスオフィス新装移転があり、鳥取大学

の皆様にもたいへん御活用いただいているところであります。また、特に東京リ

エゾンオフィスを始めとする鳥取大学産学・地域連携推進機構のコーディネータ

ーの皆様には、ビジネス交流会やシーズ発表会、あるいは研究者と県内外の企業

とのマッチングなどを通じて様々なアドバイスやヒントをいただき、たいへん感

謝いたしております。 

 さて、私どもの活動の柱は首都圏の特性をよく理解した上で首都圏のビジネスと地元の産業や地域のビジネス

との結びつきを強めていく事にあります。首都圏（広域関東圏）の特徴は、特許出願件数が日本の６３％を占め

る（特許行政年次報告書2008年版）等の知財活動の活発な地域、学術・研究開発機関が多く新技術・新産業創出

のポテンシャルが高い、人口、製造品出荷額、卸・小売販売額等で日本の約４割を占める産業・経済の中心地、

等の強みがある一方で、「地域ブランド」の振興を進める組合会員だけが使用できるようにするための地域団体

商標(鳥取県は、三朝温泉、東伯和牛、東伯牛、因州和紙の４件)の登録件数は全国比率１８％程度（特許庁ホー

ムページ）と地域資源の活用は経済規模に比べ低いレベルに留まっている、といった事が挙げられます。 

 このような首都圏の強みや弱みは鳥取県のチャンスと捉えればいろんなヒントが浮かんできます。中でも、県

内の産業や暮らし向上の土台となる「選ばれる地域」になるための「地域ブランド」の確立はとても大切なこと

ですので、私たちは首都圏の先進的な方々のノウハウを鳥取県にもたらす活動にも力を入れております。先日は

そういった方々との信頼を背景に某大手飲料メーカーのテレビＣＭを鳥取砂丘等の地元で無事に撮影していた

だくことができたいへん喜んでいるところです。 

 さらに、従来は工芸品や農産物が中心の「地域ブランド」もこれからは、自然や文化、歴史、科学技術等の多

様な資源を包含する「地域そのもの」に視野を広げていかなければなりません。私たちはこういった「地域の知

的財産化」を通じて「モノが売れ、人が訪れ、人々が誇りと愛着を持てる」ような、豊かに栄える鳥取県を実現

して参りたいと思い、それには地域資源に密着した総合的な取り組みをなさっている鳥取大学との益々の連携が

不可欠であると実感しています。最近も某経済誌に掲載されたように研究力トップ３０（２４位）にランキング

されている鳥取大学の皆さんを誇りに思い、今後も皆さんのお役に立てるように頑張って参ります。 

山本直生氏

【巻頭言】 

地域の知財化で鳥取を豊かに！ 

鳥取県 東京本部 
産業振興・定住支援チーム  

主幹 山本直生 
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山陰地方におけるさらなる連携促進を図るために 

「山陰発技術シーズ in 島根」が 3月 5日（金）に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。本学も第 1回

（2009 年）から共催として参加しています。 

（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 

冷凍庫と冷蔵庫があればできる高品質濃縮技術 小谷 幸敏 
（地独）鳥取県産業技術センター 
食品開発研究所食品技術科・科長 

場所と物と情報を結びつける『魔法の虫眼鏡』－
サークルコードを用いた入力インターフェースと
その応用－ 

河野 清尊 
米子工業高等専門学校 
電子制御工学科・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/h21fy/event/st-seeds2010/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 １４：００～１４：２０ 分 野 生活・環境 

題  名 梨遺伝資源の活用 ～新品種育成と他産業での利用～ 

発 表 者 農学部 生物資源環境学科 教授 田村文男 

概  略 

鳥取大学農学部ではニホンナシを中心に、約 300 品種に及ぶナシ属植物を収集保存している。

これらをもとに、ナシの系統分類、起源の解明などの成果をあげているほか、人工受粉のいら

ない自家和合性品種並びに耐乾、耐湿性台木の育種・選抜と産地への普及を行なっている。一

方、これら遺伝資源の中には、植物繊維やポリフェノールに富むもの、さらにアントシアニン

を含むものまで存在する。本講演ではこれらの概要を紹介する。 
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技術移転に係わる目利き人材育成研修会開催の報告 

                                

産学官連携プロデューサー 清水克彦 

（知的財産管理運用部門） 

平成２２年２月２日（火）県民ふれあい会館において、独立行政法人 科学技術振興機構（ＪＳＴ）主催、本学

産学・地域連携推進機構、中国地域産学官連携コンソーシアム（さんさんコンソ）協力により「技術移転に係わ

る目利き人材育成研修会」が開催されました。 

さんさんコンソでは、産学官の連携を促進し、研究成果の技術移転を円滑に展開することのできる専門家（目

利き）の育成・確保に取組んでいます。この活動の一環としてＪＳＴに働きかけ、「技術移転に係わる目利き人

材育成研修会」の鳥取地区での開催に至りました。募集人員１０名に対し、学内をはじめ、県や産業振興機構、

産業技術センター、知的所有権センター、岡山大学、広島大学から計１４名の方々にご応募いただきました。せ

っかくの機会ということもあり、希望者全員にご参加いただきました。 

午前はまず、JST で長年大学等の基礎研究推進や技術移転の促進に関わられた藤川昇先生（JST 産学連携アド

バイザー、フジ経営システム研究所代表）に「良い提案とは」と題し、技術移転における競争的資金の活用と申

請に関するコツをご講演いただきました。続いて、技術経営などのコンサルティング業務に携われている鈴木剛

一郎先生（株式会社イノベーションマネージメントコンサルティング代表）に「S-N マトリックス変換の活用法」

と題し、研究シーズを市場のニーズに結びつける手法 S-N マトリックス変換について実例を交えて解説いただき

ました。午後は２グループに分かれ、鳥取大学工学研究科斎本教授、伊福講師の研究シーズ「マリンナノファイ

バー」を事例として、実際に S-N マトリックス変換を体験いたしました。講師の先生のご指導のもと、グループ

討議では参加者の皆様により活発な議論が交わされました。通常、２日間の研修内容を１日間に詰め込んだため、

議論を尽くして完全に内容を体得するまでには至らないものの、研修の成果が今後の産学官連携活動において役

立つ手応えを掴んだようでした。JST には来年度もぜひ鳥取で開催していただきたいとお伝えしております。開

催が決まりましたら、お知らせしますので、その節はぜひ今回ご参加いただけなかった方々にもご参加いただき

たく存じます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊＊＊ 編集後記 ＊＊＊ 
表紙「椿」の写真にはみぞれが融けた水滴が写っています。寒い日でしたが、椿

の愛らしさに救われる思いがしました。３月になりました。あれこれと忙しい季節

ですが、ほっとする時間をつくって元気に今年度を終え、来年度を迎えましょう。

１年間ご愛読ありがとうございました。来年度も引き続きよろしくお願いします。

 

＊＊＊ 特許相談 ＊＊＊ 
相談員：佐々木茂雄（部門長・教授） TEL：0857-31-6000(直通)（内線 2765） 

    山岸 大輔（副部門長・助教）TEL：0857-31-6094(直通)（内線 4072）  

場 所：産学・地域連携推進機構２F 知的財産管理運用部門  

                   FAX：0857-31-5474(専用)（内線 2771）

産学・地域連携推進機構 HP：URL／http://www.cjrd.tottori-u.ac.jp/ 

＊＊＊刊 行 物 ＊＊＊ 
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