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・佐々木茂雄教授の退職挨拶と記念講演会・　特別展のご案内他

・ﾊﾞｲｵﾌﾛﾝﾃｨｱｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ&第9回経営戦略講演会

・有体物（MTA）移転取扱いセミナー開催

・特集　中村宗和先生の植物画

・企業紹介ｼﾘｰｽﾞ第23回「㈱ASS」

・ﾊﾞｲｵﾌﾛﾝﾃｨｱｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ＆第9回経営戦略講演会のお知らせ

・オープンイノベーション講演会報告

・産学・地域連携推進機構知財部門ニュースについて

・3月の特許相談会

･企業紹介ｼﾘｰｽﾞ第4回「大村塗料㈱」

・中国四国地域アグリビジネス創出フェア2011報告

・コンピュータソフトウエア著作権セミナー開催報告

・利益相反セミナー開催報告

・2011年を回顧すれば…

・念頭あいさつ

・2月の特許相談会

・卒論や修論に係る特許案件は早めに出願を!

・利益相反セミナーを開催します!

・1月の特許相談会

・企業紹介ｼﾘｰｽﾞ　第22回「㈱鳥取再資源化研究所」

・オープンイノベーション講演会のお知らせ

・産学連携会議　関西・中四国支部第3回研究・事例発表会報告

・12月の特許相談会

・企業紹介ｼﾘｰｽﾞ　第21回「㈱丸綜」

・鳥取県商工会議所連合会会長賞受賞

・中国地域さんさんコンソ事業報告

　（上記連絡会・経営戦略講演会・新技術説明会）

・アグリビジネス創出フェア2011

・Q&A　ついに、米国が「先出願主義」に転換！

・中国地域さんさんコンソ新技術説明会お知らせ

・11月の特許相談会

・企業紹介ｼﾘｰｽﾞ　第20回「㈱コタニ」

・中国地域さんさんコンソ新技術説明会開催

・Q&A　ﾄﾋﾟｯｸｽ　最近の我が国の知的財産情勢は！

・10月の特許相談会

・企業紹介　ｼﾘｰｽﾞ第19回「㈱ｾﾝｺｰｽｸｰﾙﾌｧｰﾑ鳥取」

・イノベーション・ジャパン2011が開催される！

・併せて、第10回産学連携推進会議が開催される！

・平成23年度知財ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ事業実施報告

・第2回中国地方産学官連携ｺﾝｿｰｼｱﾑ外部評価委員会報告

・CPAS　Net（シーパスネット）のご紹介

・企業紹介　ｼﾘｰｽﾞ第18回「㈱アクシス」

・「資源の循環利用を考えるシンポジウム」報告

・9月の特許相談会

・「山陰発技術シーズinとっとり」報告
・Q&A「特許法等の一部を改正する法律　（H23年6月8日法律第63号）」が成
立!

･8月の特許相談会

･企業紹介　ｼﾘｰｽﾞ第17回「鳥取県金属熱処理協業組合」

・山陰発技術シーズ発表会inとっとり　お知らせ

・平成23年度知的財産ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ事業実施のお知らせ

・山陰（鳥取・島根）発新技術説明会報告

・CIC東京新技術説明会報告

60号
（89号）

内　　容内　　容内　　容内　　容

・４月の特許相談会

・企業紹介　ｼﾘｰｽﾞ第13回「㈱フジ電機」

・山陰発技術発表会ｉｎ島根2011　報告

・Q&A「特許登録について」

・５月の特許相談会

・企業紹介　ｼﾘｰｽﾞ第14回「㈱鳥取ビブラコースティック」

・７月の特許相談会

・企業紹介　ｼﾘｰｽﾞ第16回「㈱寺方工作所」

２月２月２月２月

７月７月７月７月
52号
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54号
（83号）

55号
（84号）

56号
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（86号）
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・６月の特許相談会
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・「平成22年度大学知財研究推進事業報告書」

１月１月１月１月

１２月１２月１２月１２月

発行月発行月発行月発行月

４月４月４月４月

５月５月５月５月

６月６月６月６月

　平成23年度　知財部門ニュース　目次平成23年度　知財部門ニュース　目次平成23年度　知財部門ニュース　目次平成23年度　知財部門ニュース　目次

・企業紹介　ｼﾘｰｽﾞ第15回「日下ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱」

・本学の知財部門発足時とH22年度との知財業務実績

８月８月８月８月

９月９月９月９月

１０月１０月１０月１０月

１１月１１月１１月１１月

・お知らせ　[山陰（鳥取・島根）発新技術説明会・CIC東京新技術説明会]

・国際バイオアカデミックフォーラム報告

・知的財産に関する教育・研究の活動事例

・本学の知財部門の発足時と平成22年度との知財業務実績の比較（その２）
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【鳥取地区】

   相談員：冨田憲史弁理士

         （医獣・バイオ関係他）

   日 時：4 月 14 日（木）13：30 より

   場 所：医学部総合研究棟４階セミナー室

４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。

今後の予定

【５月】滝本弁理士 5/11（水）  冨田弁理士 5/12（木）

【６月】滝本弁理士 6/13（月）  冨田弁理士 6/15（水）

【目  次】
4 月の特許相談会 ･･･････････････････････････････････････････････････ 1
企業紹介 シリーズ第 13 回 －㈱フジ電機－ ･････････････････････････ 2
山陰発技術発表会in島根2011報告 ･･････････････････････････････････････ 3
講演会「コーディネーターの連携による山陰地域活性化の道筋」報告 ････････ 3
Q&A「特許登録について」 ･････････････････････････････････････････ 4～8

【米子地区】

  相談員：滝本智之弁理士

        （電気・機械関係他）

日 時：4 月 13 日（水）13：30 より

場 所：鳥取大学産学・地域連携機構 2 階会議室

  産学・地域連携推進機構

知財部門ニュース
４９号
(通番 78号)

2011 年 4 月刊
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株式会社フジ電機
株式会社フジック

代表取締役 谷口浩章

私達、フジ電機グループはお陰様で 2011 年の 5月で 35 年を迎えま

す。これまで、受託製造業務をメインに生産活動を行ってきました。

その間、実装～基板完成品、組立～検査・包装と一貫生産体制の構築、

また多品種少量生産の要求に対応すべく、生産リードタイムの短縮、

ブロックセル生産などの対応を行うと共に垂直立上、短納期などの顧

客要求についてもフレキシブルに対応出来る生産システムを構築して

おります。

                                             

また、品質管理面では 2006 年 12 月に ISO9001（品質マネジメントシステム）を認証取得してから 5年間、

マニュアルと現場実務が整合する様に、内部監査や定期審査などにより継続的な見直しを行いながら改善を行っ

ております。品質方針にも掲げていますが、『品質第一に徹し、信頼される製造力を確立する』を実現すべく、

従業員全員の衆知を結集した取組をこれまで以上に推進して参ります。

最後に弊社、鳥取大学と共同研究をしました新方式 N2リフロー筐体〈WISH〉についてご紹介致します。この

商品は既存の市販大気リフロー炉に筐体（WISH）をセットする事で、初期投資費用を抑え、N2 リフロー炉を導

入することが出来ます。その他に N2消費量を低減し消費電力、CO2 削減などのお手伝いが出来る事と思います。

この商品は、まさに産官学連携の成果により誕生した商品です。ご支援頂きました方々に改めて厚く御礼申し上

げますと共に、これからもこの商品を育てて行きたいと思います。

もし詳しい資料が必要な方がおられましたら、

下記にお問い合わせ願います。

株式会社フジ電機

株式会社フジック

代表取締役 谷口浩章

  E-mail: hitaniguchi@6sfjg.co.jp  

住所 〒681-0003 鳥取県岩美郡岩美町浦富 2972
   TEL：（0857）73-1711   FAX：（0857）73-1881
   URL：http://6sfjg.co.jp

企業紹介 シリーズ第１3 回 －㈱フジ電機－
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山陰発技術シーズ発表会 in 島根 2011

［開催日時］ 平成２３年 ３月 ４日（金）１３：３０～１７：１５

［会場］ くにびきメッセ（松江市）

島根大学主催、さんさんコンソ共催によるシーズ発表会「山陰発技術シーズ発表会 in 島根」が３月４日

に開催されました。鳥取・島根の各大学・高専・公設試がシーズ発表を行い、本学からは、農学部の河野

強教授が「遺伝子組換えトラップ植物を用いたネコブセンチュウ防除法の開発」と題して、本学から特許

出願したテーマに関して技術発表を行いました。当日は、雪のちらつくあいにくの天気でしたが、企業及

び関係機関から 70 名の方が足を運び、発表会を聴講しました。また、発表会後の交流会では、島根県・

鳥取県の活性化のために、活発な意見交換が行われました。

   講演会「コーディネーターの連携による山陰地域活性化の道筋」

［開催日時］ 平成２３年 ３月 １０日（木）１３：２５～１５：５０

［会場］ ホテルニューオータニ鳥取（鳥取市）

本講演会は、産学金官連携を実効あるものにするために、コーディネーターや産学金官連携に従事する

方々を対象として開催しました。

講演者である島根大学 産学連携センター長 大庭卓也氏からは、「たたらが開く日本の技術と産学連携」、

(株)一畑百貨店 常務取締役 坂本仁彦氏からは、「百貨店ビジネスから考える、“ 商品企画と顧客とのコ

ーディネイト”～ 産学官連携事業へ百貨店はどの様に携われるのか ～」と題して講演がなされました。

県内の産学官連携に携わるコーディネーターを中心に、当日は 53 名が参加しました。本学においても、

コーディネーター間の連携を図るべき課題を、改めて認識することができた講演会でした。
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ＱＱ＆＆ＡＡ：：「「特特許許登登録録ににつついいてて」」

Ｑ１：本学における特許登録件数が、徐々に増えてきたと聞きました。先ず、そもそも「特許登録」とは

どのようなものか？改めて教えて下さい。

Ａ１：先ず特許権は知的財産権の一つであり、産業上利用することができる新規の発明を独占的・排他的

に利用できる権利です。下図に示すように、特許庁に出願→審査→特許査定→特許料納付、そして

特許原簿に登録されると発生し、原則として出願日から 20 年間経つと権利が消滅します。

    

  

  特許の場合、「早期審査制度※」を利用しなければ、特許登録されるまで出願から約 2～5 年程度（出

願審査請求から平均 2 年強程度）の年数がかかります。従って、当該特許権を行使できる期間は１５

年～１８年ということになります。即ち、出願から特許登録される期間が短いほど、当該特許権を有

効に活用できる期間が長くなります。

※早期審査制度は、通常の審査制度では審査に掛かる時間が長いことを解消するため、他の出願比べて優先的

に審査を実施する制度として、今から約２０年以上前の昭和６１年（１９８６年）に創設されました。早期

審査の利用がされるのは、実際の審査結果が得られる期間が２～３ヶ月であり、通常の審査が約２７ヶ月掛

かっているに比べ、格段に短い期間で結論が出るメリットがあることが大きな要因となっています。

なお、この制度に関する詳細は、『知財部門ニュース：平成 20年 11 月号』の「スーパー早期審査の試行開

始」を参照してください。

出願から出願から特許特許消滅まで消滅までの流れの流れ(2004(2004年年11月月11日以降日以降))

補正命令補正命令

特許査定特許査定

登録登録

拒絶理由通知拒絶理由通知

特許権消滅特許権消滅

補正書提出補正書提出

意見書・補正書提出意見書・補正書提出

無効審判無効審判

特許維持の審決特許維持の審決 特許無効の審決特許無効の審決

拒絶査定拒絶査定

出願出願

方式審査

実体審査

不提出

却下処分却下処分

特許料納付特許料納付

特許公報特許公報

査定不服審判請求査定不服審判請求

(何人も)無効審判請求(何人も)無効審判請求

２０年２０年

審査請求なし審査請求なし

出願取下げ出願取下げ

３年３年

出願審査請求出願審査請求

拒絶の理由がある場合
拒絶の理由がある場合

拒
絶
の
理
由
が
解
消
し
な
い
場
合

拒
絶
の
理
由
が
解
消
し
な
い
場
合

出願公開出願公開

公開特許広報公開特許広報

１年６ｶ月１年６ｶ月

赤枠赤枠 は出願人の手続きを示す
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Ｑ２：我が国における近年の特許に関する出願状況や登録状況はどうように推移していますか？何か大き

な変化はありますか？

Ａ２：一番最新のデータでは、特許庁は平成 22 年 5 月に特許、意匠、商標などの出願件数と登録件数を、

参考として過去１０年分の件数もあわせて公表しました。それによりますと、2009 年の特許出願件

数は、前年比 10.8％減の 34万 8596 件で、過去 10年間で初めて 35 万件を割り込みました。

  一方、特許登録件数は、前年比 9.3％増の 19万 3349 件で４年連続の増加となり、過去 10 年間で

最高で、出願と登録で好対照の結果となっています。

Ｑ３：なるほど、出願件数は減少の一途を辿っているように思われますね。それでは、鳥取大学における

特許出願と特許登録の状況はどうなっていますか？

Ａ３：平成 16 年（2004 年）4 月からの国立大学の法人化にともない、鳥取大学が出願人である特許の出

願の推移は下図のとおりです。特許出願に係わる状況は、平成 21 年度（2009 年度）の出願件数は

83 件(うち国内出願：55 件、海外出願が 28 件)で、その内、海外関連ではＰＣＴ出願 14 件、各国

移行 14 件であり、海外出願は 2008 年度と同等です。

      一方、平成 21年度（2009 年度）の特許登録件数は、10件（下表参照）であり、鳥取大学が保有

する特許登録累積件数は 39 件であり、徐々に増加しています。

本学における登録件数の推移

H16 年度 H17 年度 H18 年度 H19 年度 H20 年度 H21 年度 H22 年度

特許登録

(件)

年度登録数 2 3 3 5 11 10 15

累計数 7 10 13 18 29 39 54



6

平成 22 年度（2010年度）については、まだ最終の集計はされていませんが、全ての出願件数で

75 件程度、登録件数は 15 件程度（下表参照）になると予想されます。特許出願ベース件数（国内出

願件数）を 50～60 件で推移しているのに比べ、登録件数が増加する傾向にあります。

この増加傾向は、数年前に出願した案件が特許登録されることとともに、特許消滅する時期を迎

える特許が今後数年は皆無の状況ですので、当分続くものと思われます。

本学における平成 22年度登録件数（平成 23 年 2月末現在）

特許登録番号 発明の名称 発明者名 登録日

特許第 4496375 号 創傷の治療又は処置のための薬剤 南 三郎 平成 22年 4 月 23 日

特許第 4512831 号 すべり直動案内装置 小幡 文雄 平成 22年 5 月 21 日

特許第 4528972 号
染色体組み込みマンノース発酵性ザイモモナス

属細菌
簗瀬 英司 平成 22年 6 月 18 日

2008/06183 農園芸作物の肥大生長促進方法 板井 章浩 平成 21 年 11月 25 日

特許第 4543173 号
アルキル化反応用触媒およびアルキル置換芳

香族化合物の製造方法
奥村 和 平成 22年 7月 9 日

特許第 4543201 号 無味無臭の飲料水 岡本 芳晴 平成 22年 7月 9 日

特許第 4590638 号
家族性筋萎縮性側索硬化症（FALS)発症するト

ランスジェニックマウス
中島 健二 平成 22年 9 月 24 日

特許第 4626966 号 リチウム二次電池用電極及びその製造方法 江坂 享男 平成 22 年 11月 19 日

特許第 4554472 号 パルボウィルス抗原検出用キット 實方 剛 平成 22年 7 月 23 日

10-0983422 蛍光体及びこれを用いた発光装置 大観 光徳 平成 22年 9 月 14 日

特許第 4660753 号

ｷｼﾘﾄｰﾙ製造方法、ｷｼﾘﾄｰﾙ含有飲料の製造方

法、ｷｼﾘﾄｰﾙ含有食品の製造方法およびそれら

に用いる種菌

岡本 賢治 平成 23年 1 月 14 日

特許第 4660749 号

アルコール製造方法、アルコール飲料の製造方

法、アルコール含有食品の製造方法およびそれ

らに用いる種菌

岡本 賢治 平成 23年 1 月 14 日

特許第 4674823 号 赤外スペクトルからの酸点の量・強度算出方法 片田 直伸 平成 23年 2月 4 日

特許第 4632835 号 青色蛍光体の製造方法 大観 光徳 平成 22 年 11月 26 日

特許第 4686709 号
マンノース発酵性ザイモバクター属形質転換微

生物
簗瀬 英司 平成 23年 2 月 25 日
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Ｑ４：平成２２年度の登録された件数の内訳を見ると、様々の研究分野で登録されているようです。そこ

で本学ではどのような研究分野の特許が出願され、また登録されているか教えてくれませんか？

Ａ４：それでは、平成 22 年度において、(1)発明届出案件、(2)特許出願案件、(3)特許登録案件に関する

分野別状況を見てみましょう。

   

(1)発明届出案件については、医療・

健康分野、食品・バイオのライフ

サイエンス分野、および半導体・

表示素子、材料・化学において、

ＬＥＤや新機能材料分野を主体と

した発明が多く届け出されている

傾向にあります。             

(2)特許出願案件については、届出さ

れた案件が余り期間を置かずに出

願される傾向にあるため、ほぼ(1)

の発明届出案件と同様な研究分野

から出願されていることが立証さ

れています。

   また、本学における研究動向が、

バイオあるいはアグリ関連の重心

が移りつつあるとの見方も取れる

ことにもなります。

(3)特許登録案件については、上記

の(1)(2)と違い、食品・バイオ分

野が突出しています。これらの特

許の出願年を調べて見ますと、ほ

とんどの特許が平成 17 年 3 月～

平成 18 年 3月の一年間に集中し

ています。即ち、現時点から考え

ますと約５～６年前に出願した特

許が登録されていることが分かっ

たとともに、その当時の研究主体

が食品・バイオ分野であったと言

えます。



8

Ｑ５：なるほど。それでは登録された特許の今後の活用についてどうように考えていますか？

Ａ５：今、登録された特許についても、様々な活用を考えて

います。例えば、教員の特許に対する意識を高めるこ

とを目的に、今まで発明者個々に配布しておりました

「特許登録書」を企業の方々をはじめ学内外の関係者

に見ていただくことができるように、産学・地域連携

推進機構棟の２階会議室に掲載することにしました。

このことがきっかけとなって共同研究等に結びつく

と良いとの期待も込めています。

また、登録された特許に限らず、出願されたばかりの特

許も含め、知的財産権活用に伴うＰＲ活動等を一層推進し

ていたいと考えています。

その具体的な活動は以下のとおりです。

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)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、山陰発新技術説明会等のイベントを利用して、

大学保有のシーズの売り込みおよび本学シーズの技術移転による研究成果のＰＲを推進する。

          その結果、企業へのライセンス、企業との共同研究や受託研究締結、あるいは本学教員の外

部資金獲得等に活用できれば良いと考えています。

＊＊＊編集後記＊＊＊

３月１１日、未曾有の大地震が東北から関東北部地域で発生しました。
被災者の皆様には心よりお見舞い申し上げます。
あれから約３週間が経とうとしていますが、警察庁によりますと１日時点

で亡くなられた方が約１万１８００人、家族らから届け出があった行方不明
の方が１万５０００人以上で、合計２万７０００人にもなっています。
また、福島第一原子力発電所による放射能汚染も大変厳しい状況にあります。
このような状況を一刻も早く脱却できるように、日本国民全員が英知と努

力で乗り切れるように頑張らなければと思う次第です。合掌

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

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

場 所 ：産学・地域連携推進機構 2F 知的財産管理運用部門

知的財産管理運用部門 E-mail : chizai@adm.tottori-u.ac.jp

FAX 専用：0857-31-5474（又は内線 2771）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

＜49 号＞（通番 78 号、

2011 年 4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
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【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 12 日（木）13：30 より

   場 所：産学・地域連携機構 2 階研修室

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。

今後の予定

【６月】滝本弁理士 6/13（月）  冨田弁理士 6/15（水）

【目  次】
5 月の特許相談会 ･･････････････････････････････････････････････････ 1
企業紹介 シリーズ第 14 回 －㈱鳥取ビブラコースティック － ･･････････ 2

「平成22年度大学知財研究推進事業報告書（㈱三菱総合研究所実施）に

当部門の活動が取り上げられました。 ････････････････ 3～4

【鳥取地区】

  相談員：滝本智之弁理士

        （電気・機械関係他）

日 時：5 月 11 日（水）13：30 より

場 所：鳥取大学産学・地域連携機構 2 階会議室

  産学・地域連携推進機構

知財部門ニュース
５０号
(通番 79号)

2011 年 5 月刊

花名：アネモネ

絵 ：中村宗和名誉教授
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    鳥取ビブラコースティック株式会社

【会社概要】

代 表 者 代表取締役社長 高橋 良明                          

所 在 地 〒683-0362

鳥取県西伯郡南部町原 938-2                    

電  話 0859-66-5000（代）                             

操  業 1990 年 5月                                

資 本 金 1 億円                    

従 業 員 260 名                                    

製造品目 防振防音ゴム製品の製造                      

Homepage http://www.t-vc.jp

【会社紹介】

秀峰大山の麓、緑豊かな町、鳥取県西伯郡南部町原工業団地に私たち鳥取ビブラコースティック株式会

社は、南部町（旧西伯町）の誘致企業として 1989 年に設立されました。

製品納入先は、国内全ての自動車メーカーを

網羅しＮＯＫ株式会社（親会社、東証一部上場）

で培われた技術力、豊富な経験と実績を背景に

高品質防振ゴム装置をお届けしています。

現在約 95,000 ㎡の敷地の上に第 1 工場から

第 5 工場が操業しており、そこでの年間出荷高

は約 87 億円（2010年度）です。又 2005 年に

ISO9001 及び 2007 年に ISO14001 も認証取得致

しました。

福利厚生につきましても、社員食堂等の厚生

施設があり、親睦会を中心にしてスポーツ大

会・社員旅行（２年に１度）等を実施し、社員

同士の交流を深めております。

【製品紹介】

弊社は、NOK㈱の防振・防音ゴム装置の国内生産拠点となっています。なかで

も代表的な製品であるトーショナルダンパーは、自動車に欠かせない防振ゴム部

品のひとつでそのシェアは国内市場の約６０％を占め、世界的にも有数な生産量

を誇ります。その他にも産業用・情報機器用の各種防振ゴムを手掛け、各メーカ

ーに納入しております。

（ト―ショナルダンパ）  

企業紹介 シリーズ第１4 回 －鳥取ビブラコースティック㈱－
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１．研究の背景と目的

特許庁は、大学知財研究推進事業の一環として、知的財産活動や啓発における諸問題に関する研究を

行い、その成果を公開しています。平成22年度は「地方大学や中小規模大学の特色ある知財活動例に学

ぶ知財活用の在り方に関する研究」をテーマに、特許庁から依頼された研究機関[㈱三菱総合研究所]

によってまとめられた報告書が特許庁ホームページに掲載されています※。
※この報告書は、特許庁ホームページトップから「大学知財研究推進事業」のキーワードで

ホームページ内検索をすれば、閲覧できます。

このような研究報告を実施する目的は、

(1)地方・中小規模大学における知的財産活動の実態を把握すること、

(2)個々の大学の特徴を活かした取り組みの中で、優れた事例について収集・分析して、地方・中規模大

学に適した知的財産活動のあり方を検討するための基礎資料とすること、

(3)上記(1)(2)の結果を広く大学機関等に周知を図ることにより、大学により適正な制度活用が見込まれ

るとともに、大学の特色ある知的財産制度の活用により各大学の知的財産活動が飛躍的に改善される

ことが期待できること、  等が挙げられます。

従って、今回は、都市部（政令指定都市、東京都内）の大規模（在籍学生が2,000人以上）の大学を除

く大学の中から、実施許諾等の有無・特許出願件数・共同及び受託研究件数の過去3年間の実績等も勘案

して、調査対象大学129大学が決定されました。

本学もその調査対象大学に選ばれました。さらに、特徴ある知的財産活動の事例調査候補抽出対象校

にも該当することになり、他の29大学とともにヒアリング調査に協力しました。

２．本学関連の事例紹介

(1)学部・学科を横断した分野融合の研究支援の実施

知的創造サイクルの起点となる共同研究等を絶え間なく創出していくためには、その共同研究等に

参画する教員の研究に対するインセンティブを高める環境を作り出すことが非常に大切となります。

即ち、知的財産創出に繋がる施策の一環として、知的財産管理運用部門では同機構研究推進部門と連

携して「異分野融合研究の育成支援事業」を実施しています。この詳細は「地方大学や中小規模大学

の特色ある知財活動例に学ぶ知財活用の在り方に関する研究報告書」(以下「報告書」と記載。)の123

頁に紹介されています。（4頁左 掲載）。

(2)学内・学外に向けた特許相談会の実施

直接ヒアリング調査を受けた産学・地域連携推進機構知的財産管理運用部門の活動では、項目「他

大学にとって参考になる取り組み」の中で「定例特許相談会」が紹介されました。本学教員の研究成

果となる特許出願や特許出願に伴う共同出願や共同研究に結びつくためには、質的に高い発明案件を

創出していくことが非常に大切であるとの考えに基づき、本学教職員とのface to faceによる知的財

産検討会をできるだけ継続的かつ地道に実施しています。この詳細は、「報告書」の167頁に紹介さ

れています。（4頁右 掲載）

平成22年度大学知財研究推進事業報告書

「地方大学や中小規模大学の特色ある知財活動例に学ぶ
知財活用の在り方に関する研究報告書」

に当部門の活動が取り上げられました。



4

＊＊＊今月の表紙絵＊＊＊

アネモネは知財部門の花です。赤いアネモネの花言葉は「あなたを愛す」、紫のア

ネモネは「あなたを信じて待つ」。あなたは知財部門のお客様・知的な人。

（中村宗和名誉教授より）

＊＊＊編集後記＊＊＊

新年度も一カ月経ちました。東日本大震災をはじめとする相次ぐ天災や人災で「気」

はなかなか落ち着きませんが、心の片隅でいつも被災者のことを思いながら、自分

にできることを継続しましょう。

部門ニュースは平常心で、今年度も元気な活動ニュースをお届けする予定です。

＊＊＊ 特許相談 ＊＊＊
相談員；佐々木茂雄（部門長・教授） TEL：0857-31-6000(直通)（又は内線 2765）
    山岸 大輔（副部門長・助教）TEL：0857-31-6094(直通)（又は内線 4072）
場 所；産学・地域連携推進機構 2F 知的財産管理運用部門
知的財産管理運用部門 E-mail アドレス； chizai@adm.tottori-u.ac.jp
FAX 専用； 0857-31-5474（又は内線 2771）
産学・地域連携推進機構 HP； http://www.cjrd.tottori-u.ac.jp/

＊＊＊刊 行 物 ＊＊＊

知財部門ニュース 5月号

＜50 号＞（通番 79 号、

2011 年 5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
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【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 15 日（水）13：30 より

   場 所：医学部総合研究棟 4 階 セミナー室

６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。

今後の予定

【7月】滝本弁理士 7/15（金）  冨田弁理士 7/14（木）

【8月】滝本弁理士 8/ 9（火）  冨田弁理士 8/10（水）

【9月】滝本弁理士 9/14（水）  冨田弁理士 9/13（火）

【目  次】
6 月の特許相談会 ･･････････････････････････････････････････････････ 1
企業紹介 シリーズ第 15回 －日下エンジニアリング㈱ － ･･････････ 2

本学の知財部門発足時と平成22年度との知財業務実績 ････････････････ 3～8

【鳥取地区】

  相談員：滝本智之弁理士

        （電気・機械関係他）

日 時：6 月 13 日（月）13：30 より

場 所：鳥取大学産学・地域連携機構 2 階会議室

  産学・地域連携推進機構

知財部門ニュース
５1 号
(通番 80号)

2011 年 6 月刊

樹木名：エゴノキ

第二駐車場入口付近道路脇
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日下エンジニアリング株式会社

代表取締役 佐々木 禎

～エコプロダクトで未来を切り開く～

日下エンジニアリング㈱は 2010 年 5 月に

鳥取県産業技術センター起業化支援室より

多くの方のご支援をいただき起業しました。

弊社のコア技術である制御技術を活かし、

太陽電池、LED 等の環境関連機器の製品化を

核とする革新的な開発を行う事を企業理念と

しています。

これまでに培ったネットワークや経験豊富な人材を中心にクリーンエネルギー、省エネ商品の

開発・提案を行い太陽光発電により蓄電し、夜間に LED にて照明を行う太陽光発電 LED 照明機

器や、高速道路等に設置され風力を利用した風力発電デリニエータ（注意喚起機器）

環境を考えた省電力で発熱も少ないLEDを利用した店舗用据置型LEDディスプレーなどの製品

化を行っております。

また、環境学習教材の開発や提案を行い、自然エネルギー利用教材は全国の小中高の学校で利

用されており、県内においては産学官、地域連携で鳥取大学ものづくり教育実践センターでの

指導や、ものづくり道場の教材開発、地域の各種イベントなどの出前授業にも積極的に参加し、

将来の技術者の育成にも力を入れております。

     

日下エンジニアリング株式会社

代表取締役 佐々木 禎

〒689-3522 鳥取県米子市日下 1239 鳥取県産業技術センター起業化支援室２０

TEL 0859-21-7123 FAX 0859-21-7272

E-mail sasaki@kusaka-eng.com  HP http://kusaka-eng.com

企業紹介 シリーズ第１5回 －日下エンジニアリング㈱－

風力発電デリニエータ 太陽光発電 LED 照明
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本学の知的財産に係わる業務活動期間は、「知的財産センター」として平成 16 年 6月に発足し、途中産

学・地域連携推進機構の知的財産管理運用部門と名称は変更されましたが、現在（平成 23 年 5月）で、丸

7 年となりました。

今回は、この発足時と現在（平成 22年度）との知的財産業務実績について様々な知的財産指標に基づい

て比較検討してみました。

１．本学の知的財産の創出・権利化に係わる知的財産活動実績の比較

(1)知的財産の創出・権利化に係わる相談件数

知的財産の創出・権利化に係わる知的財産活動における重要な業務としては、本学教員が発明した案件

内容について、本学教員と知的財産専任教員や客員教授（弁理士）および本学特許アドバイザー（ＪＳＴ

の特許主任調査員）が打ち合わせを行う『特許相談』があります。

平成 16 年度と平成 22 年度に実施した各種『特許相談』件数および『先行技術調査』件数を以下に示し

ます。

棒グラフや円グラフから以下の状況・内容が分かります。

①特許等の創出・権利化に係わる平成 22年度の全ての相談件数 208

件は、発足時の 61 件に比べ 3倍となっている。

②特許等の創出・権利化活動における特許相談の内訳では、平成

16 年度に比べ平成 22 年度は、専任教員と知財専門ＡＤと弁理士

の三者による特許相談会が発足時に比べ減少しています。

しかし、ⅰ)本学専任教員単独による相談件数が急増したこと、

ⅱ)発足当時にはなかった専任教員と客員教授（弁理士）による

定期特許相談が増加していることが、平成 22 年度での相談件数

全体の約 90％を占めています。この要因の一つとして、医学部に

おける定期特許相談件数が 24 件で全体の 25％以上となり、徐々

に多くなってきていることが考えられます。

本学の知財部門発足時と平成 22 年度との知財業務実績の比較
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(2)知的財産の創出・権利化に係わる先行技術調査件数

上記(1)に示した各種『特許相談』に基づく先行技術の有無を調査する『先行技術調査』があ

ります。この先行技術調査は、本学教員から出されたアイデア等に新規性や進歩性があるかを判

断するための重要な調査であり、特に本学教員が単独出願する案件の場合は、原則的に全件先行

技術調査を行っています。

棒グラフから、平成 22 年度は平成 16年度に比べ 7倍となっており、その調査分野は工学系を

はじめバイオ系アグリ系の医学部および農学部の案件が多くなっています。

(3)知的財産の創出・権利化に係わる発明届出件数

特許相談や先行技術調査によって新規性、進歩性、産業上での利用価値が高い可能性がある案件

は、本学の発明審査委員会で審議するために、本学の発明者(教職員)から「発明届出書」等を提出

してもらいます。その提出状況については、平成 16年度の 24 件に対して平成 22年度では 58 件で

あり、平成 16 年度の約 2.4 倍と伸びています。平成 22 年度の提出状況を部局別に示した円グラフ

を以下に示します。

平成 22 年度発明届出件数に対する部局別割合
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(4)知的財産の創出・権利化に係わる特許出願件数

先行技術調査によって新規性、進歩性、産業上での利用価値が高いと判断された案件は、発明審

査委員会の決定を受けて特許出願します。平成 16 年度の国内外特許出願件数が 26件でしたが、平

成 22 年度では 82 件であり、平成 16 年度に比べ約 3 倍となっています。

平成 16 年度（2004年）～平成 22 年度（2010年）の本学出願件数の推移等は棒グラフで、平成

22 年度における出願件数に対する部局別割合を示した円グラフを以下に示します。

   平成 22 年度出願件数に対する部局別割合

         

     これらの棒グラフや円グラフから以下の状況・内容が分かります。

①平成 22年度については、発足時からの目標である「特許出願ベース件数：60件前後にキー

プ」することが、ほぼ達成されています。即ち平成 22年度における国内出願件数は 65件で

す(この件数は平成 16年の 20件の約 3倍となります)。

②一方、国外出願については、各国以降を含むＰＣＴ出願がこの 2,3 年急激に増加する傾向が

ありましたが、ＰＣＴ出願件数が低くなった影響を受けて平成 22 年度では幾分減少してお

り、各国以降を含むＰＣＴ出願件数は 17 件です(この件数は平成 16 年の 6 件の約 3 倍とな

ります)。

平成 22 年度特許出願件数は、

82 件（うち国内出願：65 件、

海外出願が 17件)です。

その内、海外関連では

ＰＣＴ出願 6件、各国移行 11

件であり、海外出願は昨年度

の約半分です。
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③上記の①②から、平成 22年度の出願総件数は 82件であり、平成 16年度の 26件に比べて約

3倍となっています。

④部局別の特許出願状況は、電機・機械・物性の工学関連に係わる出願案件と、バイオ・アグ

リ等の医学・農学関連の出願案件に大別される。部局別では、工学部が 60％、医学部 25％

農学部 12％となっています。

次に平成 16年度・平成 22 年度及び平成 16 年度以降の全出願件数に対する単独出願・共同出願

の割合状況を以下の円グラフで示します。

平成 22 年度出願件数に対する単独出願、共同出願の割合

出願件数 82件（単独出願 38件 共同出願 44 件）

平成 22 年度における割合は、設

立から今までに出願した特許に

関する単独出願と共同出願全体

の割合と、ほぼ同じ位の割合にな

っています。
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平成 22年度において、単独出願件数 38件、共同出願件数 44件であり、その比率は単独：

共同＝47％：53％となります。これは共同出願件数が単独出願件数を上回る傾向が最近強く

なっており、平成 16年度における単独出願件数 18件、共同出願件数 7件(その比率は単独：

共同＝73％：27％)となりますので、この 7年間で共同研究件数の増加が図られていることが

分かります。

(4)知的財産の創出・権利化に係わる特許等の登録件数

①下表に示すとおり、平成 22年度に登録査定を受けた件数は 17件です。その内訳は工学部・

工学研究科が 10件、農学部が 5件、医学部の 2件です。その結果、鳥取大学が保有する特

許登録件数は 56件となり、平成 22年度当初の 7件の 8倍となりました。

平成 22年度 特許登録一覧表

特許登録番号 発明の名称 発明者名 登録日

特許第 4496375 号 創傷の治療又は処置のための薬剤 南 三郎 平成 22年 4 月 23 日

特許第 4512831 号 すべり直動案内装置 小幡 文雄 平成 22年 5 月 21 日

特許第 4528972 号
染色体組み込みマンノース発酵性ザイモモナス

属細菌
簗瀬 英司 平成 22年 6 月 18 日

2008/06183 農園芸作物の肥大生長促進方法 板井 章浩 平成 21 年 11月 25 日

特許第 4543173 号
アルキル化反応用触媒およびアルキル置換芳

香族化合物の製造方法
奥村 和 平成 22年 7月 9 日

特許第 4543201 号 無味無臭の飲料水 岡本 芳晴 平成 22年 7月 9 日

特許第 4590638 号
家族性筋萎縮性側索硬化症（FALS)発症するト

ランスジェニックマウス
中島 健二 平成 22年 9 月 24 日

特許第 4626966 号 リチウム二次電池用電極及びその製造方法 江坂 享男 平成 22 年 11月 19 日

特許第 4554472 号 パルボウィルス抗原検出用キット 實方 剛 平成 22年 7 月 23 日

10-0983422 蛍光体及びこれを用いた発光装置 大観 光徳 平成 22年 9 月 14 日

特許第 4660753 号

ｷｼﾘﾄｰﾙ製造方法、ｷｼﾘﾄｰﾙ含有飲料の製造方

法、ｷｼﾘﾄｰﾙ含有食品の製造方法およびそれら

に用いる種菌

岡本 賢治 平成 23年 1 月 14 日

特許第 4660749 号

アルコール製造方法、アルコール飲料の製造方

法、アルコール含有食品の製造方法およびそれ

らに用いる種菌

岡本 賢治 平成 23年 1 月 14 日
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特許第 4674823 号 赤外スペクトルからの酸点の量・強度算出方法 片田 直伸 平成 23年 2月 4 日

特許第 4632835 号 青色蛍光体の製造方法 大観 光徳 平成 22 年 11月 26 日

特許第 4686709 号
マンノース発酵性ザイモバクター属形質転換微

生物
簗瀬 英司 平成 23年 2 月 25 日

特許第 4696238 号 無歯根の患者用の人工呼吸補助具 領家 和男 平成 23年 3 月 11 日

特許第 4701396 号
超音波法によるコンクリート構造物のひび割れ

深さ探査方法及びそのひび割れ深さ探査装置
緒方 英彦 平成 23年 3 月 18 日

②特許以外の知的財産権についても、平成 22年度当初は 0件でしたが、商標・種苗を中心に、

本学のイメージキャラクター等が登録され、平成 22年度までの累計で 7件となりました。

その代表的な本学の商標を以下に示します。

本学として、初めて登録された商標が本学における教育の

理念に係わる『人間力はどうだ！』であり、平成 19年 3月

に商標登録されています。

  

また、ダイナミックに飛翔する鳥の姿を図案化した本学のシンボルマークおよび本学のイメ

ージキャラクター（とりりん）については、平成 21年 2月に商標登録されています。

本学のシンボルマーク      イメージキャラクター（とりりん）

＊＊＊編集後記＊＊＊

東日本大震災から８０日が過ぎようとしています。新聞やテレビ放送を通じた情報

では、被災地で力強い復興への鎚音が聞かれる話題も多くなり、日本人の底力を感

じざるを得ません。とは言え、復興は緒についたばかりであり、原発に関する脅威

はまだまだ続きますし、これから夏場に向けての暑さ対策等、様々な問題・課題が

多く存在しています。この難局を一致団結して乗り越えるためにも、『人間力』を

発揮していきたいと改めて思うこの頃です。

＊＊＊ 特許相談 ＊＊＊

相談員；佐々木茂雄（部門長・教授） TEL：0857-31-6000(直通)（又は内線 2765）
    山岸 大輔（副部門長・助教）TEL：0857-31-6094(直通)（又は内線 4072）
場 所；産学・地域連携推進機構 2F 知的財産管理運用部門
知的財産管理運用部門 E-mail アドレス； chizai@adm.tottori-u.ac.jp
FAX 専用； 0857-31-5474（又は内線 2771）
産学・地域連携推進機構 HP； http://www.cjrd.tottori-u.ac.jp/

＊＊＊刊 行 物 ＊＊＊

知財部門ニュース 6 月号

＜51 号＞（通番 80 号、

2011 年 6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
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【鳥取地区】

   相談員：冨田憲史弁理士

         （医獣・バイオ関係他）

   日 時：7 月 14 日（木）13：30 より

   場 所: 鳥取大学産学・地域連携機構 2 階研修室

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。

今後の予定

【 8月】滝本弁理士 8/ 9（火）  冨田弁理士 8/10（水）

【 9月】滝本弁理士 9/14（水）  冨田弁理士 9/13（火）

【10月】滝本弁理士 10/13（木）  冨田弁理士 10/14（金）

【目  次】
7 月の特許相談会 ･･････････････････････････････････････････････････ 1
企業紹介 シリーズ第 16回 －㈱寺方工作所 － ･･･････････････････････ 2
お知らせ [山陰（鳥取・島根）発新技術説明会、ＣＩＣ東京新技術説明会] ･･ 3
国際バイオアカデミックフォーラム報告 ･･････････････････････････････ 4
知的財産に関する教育・研究の活動事例 ･･･････････････････････････････ 5～6
本学の知財部門発足時と平成 22 年度との知財業務実績の比較（その２）･･････ 7～8

【鳥取地区】

  相談員：滝本智之弁理士

        （電気・機械関係他）

日 時：7 月 15 日（金）13：30 より

場 所：鳥取大学産学・地域連携機構 2 階会議室

  産学・地域連携推進機構

知財部門ニュース
５２号
(通番 81号)

2011 年 7 月刊

花  ：アジサイ
撮影場所：産学・地域連携推進機構

駐車場隣接通路脇
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株式会社寺方工作所

  代表取締役社長 寺方泰夫

【 会社紹介 】

当社は大阪市で金型加工業として創業し、１９６６年（昭和４１年）に鳥取県倉吉市に進出しま

した。１９８２年（昭和５７年）には、現在の東伯郡北栄町田井１７５に移転し、自社でプレス

金型を設計、製作し、プレス加工品を製造しております。

【 社是 】

顧客に信頼される一歩進んだ技術と精度をめざす

【 方針 】

今後増加が見込め、時代が要求する製品の生産技

術を身につけ、他社ではできない製品を自社で生

産できるように研究し、技術面で他社との差別化

を図る。

人材の育成としては、「答えのない領域」での業

務遂行能力を高める指導をしております。

過去には、ＮＣ工作機械とＣＡＤ装置を駆使

して高精度金型を設計、製作するシステムを

構築し、高精度のプレス製品を量産して日本

の電子部品や電化製品に貢献してきました。

近年は、切削部品をプレス加工に工法転換す

る「ＶＥ提案型の開発品」を多く扱ってきま

した。

写真１と写真２はその事例紹介です。

この種のプレス加工は「板鍛造」と呼ばれ、順送プレス金型の中で冷間鍛造加工をしています。

ご存知の通り、精度の高いプレス加工品であっても、大量生産部品は海外に流出しましたので、

結果として難易度の高い製品しか日本には残っておりません。 しかし、当社には他社と差別化

したプレス加工技術が多くあり、「板鍛造」をさらに発展させて「精密板鍛造」と名付けた高精

度部品も開発に成功し、量産しております。
今後も、「産官学」の交流や支援をいただきながら、人材の育成や地域の発展に貢献し、日本の
製造業が海外に進出（流出）する中で尚、鳥取県から業界最高水準のプレス加工品を提供してい
きます。

【 会社概要 】
所在地 〒６８９-２１０３

鳥取県東伯郡北栄町田井１７５
電 話 ０８５８-３６-４３１１ （代）
ＦＡＸ ０８５８-３６-４２６８ （代）
ＵＲＬ http://www.terakata.jp
Ｅ-mail y-terakata@terakata.co.jp

企業紹介 シリーズ第１6回 －㈱寺方工作所－

写真１ ： 「板鍛造」プレス製品

写真２ ： 順送プレス金型
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大学等が主体で創出した特許等研究成果の社会還元を図るため、山陰の研究機関が科学技術振興機

構と合同で、新技術説明会を開催します。発明者である研究者自らが発表し、企業関係者の皆様に、

技術内容を詳細に説明します。また、それぞれの発表後には、発表者と参加者との個別の技術相談を

実施します。

【日時】平成 23 年 7 月 8 日（金） 11:00～17:20 

【場所】科学技術振興機構 サイエンスプラザ地下 1 階 JST ホール（東京都千代田区）
   

    【鳥取大学発表シーズ】（全シーズ 10件、うち鳥取大学 4件）

■【題 目】生細胞における DNA2 本鎖切断損傷を検出するﾊﾞｲｵｾﾝｻｰと解析ｼｽﾃﾑ

【発表者】大学院医学系研究科 機能再生医科学専攻 准教授 栗政明弘

■【題 目】空気圧を利用した遮音量可変型軽量遮音構造

【発表者】大学院工学研究科 機械宇宙工学専攻 教授 西村正治

■【題 目】節水型土壌修復技術のための表層吸引溶脱装置の開発

【発表者】農学部 生物資源環境学科 准教授 猪迫耕二

■【題 目】リサイクル資材を用いた省力型持続的節水灌漑法

【発表者】乾燥地研究センター 教授 井上光弘

□【プログラム・申し込み】http://jstshingi.jp/san-in/2011/

□【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

      独立行政法人科学技術振興機構(JST)、鳥取県農林水産部農林総合研究所

□【共 催】中国地域産学官連携コンソーシアム

キャンパス・イノベーションセンター東京に集結する大学の内、今回 12 大学が科学技術振興機構と

の共催で実施します。具体的には A会場（電気・電子/化学/材料）と B 会場（情報/機械/医療・バイオ）

に分かれて、未公開出願を含む 17 件のライセンス可能な特許内容が発表されます。本学からは以下の 2

件を発表するとともに、個別の技術相談を実施します。

【日時】平成 23 年 7 月 28 日（木） 11:00～17:20 

【場所】キャンパス・イノベーションセンター東京（東京都港区）
   

    【鳥取大学発表シーズ】（全シーズ 17件、うち鳥取大学 2件）

■【題 目】フォトリソグラフィーを必要としない超微細回路

及びその形成技術

【発表者】大学院工学研究科 准教授 木下健太郎（A会場/電気・電子/13:30～13:50）

■【題 目】マイクロＲＮＡによる次世代幹細胞作成法

【発表者】鳥取大学 医学部 准教授 三浦典正（B会場/医療・バイオ/15:20～15:40）

山陰(鳥取・島根)発 新技術説明会

CIC 東京新技術説明会
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第 10 回国際バイオ EXPO バイオアカデミックフォーラム

～本学の教員が研究成果を発表しました～
ライフサイエンス研究機器メーカーや試薬メーカー、バイオベンチャー、研究機

関、国・自治体など ６５０社が、先端バイオ技術を一堂に出展。製品・技術の導

入を目的に来場する研究者と出展社との間で、技術相談や商談が活発に行われる

【アジア最大の研究者のためのバイオ展】に本学教員3名が発表しました。。

■開催日時 2011 年 6 月 29 日(水）～7 月 1 日（金）

■会  場 東京ビッグサイト西展示場

リードエグジビジョンジャパン㈱主催。

【研究成果発表フォーラム】 ポスター展示は会期中 3日間 開催しました

◆「脳神経変性病の診断治療薬の開発に向けた蛋白質科学的研究」聴講者 52名

(6 月 29 日 14：10～14：40)  工学研究科 河田康志教授

◆「癌を抑制するマイクロ RNAの医療応用」 聴講者 78名

（6 月 30 日 14：50～15：20） 医学部 三浦典正准教授

◆「アミノぺプチダーゼを用いた多様なジペプチド類の生産法」聴講者   名

(7 月 1日 14：50～15：20）農学部 有馬二朗准教授
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知的財産管理運用部門では、平成 23 年度においても「知的財産に関する教育・研究」を推進しています。

それらの一端として、「教育」については主題科目Ⅳ「技術と知的財産」で実施した特別講義の様子、「研

究」については知的財産権の有効利用を主目的に産学官連携の実態等を公表・討論する学会活動の様子に

ついて紹介します。

本年度、本学学生を対象に実施した知的財産に関する講義、主題科目Ⅳ「技術と知的財産」の中で、三菱

電機㈱伊丹製作所 車両システム統括技術部長の加我 敦氏による特別講義「表題：鉄道交通システムにお

ける特許環境」が 6月 7 日に、㈶鳥取県産業振興機構知的所有権センター知財コーディネーターの村上耕

一氏による「特許情報をさがしてみよう」が 6月 28 日に開催されました。

講師の加我氏は長年培った鉄道交通システム・制御技術を基調に、特に電力系統や電気機器分野での技

術力と知的財産権の取得に向けて競合他社との熾烈な戦いを実践した経験を交え、発明を生む環境の大切

さを講義されました。

講義内容の概略

(1)鉄道交通における特許（特許の背景）     

(2)近代鉄道の代表車両の特徴Ⅱ（首都圏車両）

(3)鉄道交通に関連するシステムと技術管理

(4)鉄道交通における英知

①電力系統（給電システム）：電気車に電力を供給するシステムとして、走行中に車両の集電装置との接

触が損なわれないように振動対策、接触や火花による磨耗の対策、必要な電力を供給できる電線の設置

が必要。

②電気機器（特に半導体の進化）：小電力化や制御系の改善を目的に、高出力・高安定半導体と周辺機器・

部品の改造が必要。

(5)世界の知的財産分野の駆け引き

(6)世界における日本の技術環境

また、講師の村上氏は知的財産権の取得や知的財産権に係わる訴訟等、長年蓄積した知的財産に係

わる専門家の立場から、特許情報の多種多様な研究・技術情報を把握するための有効な手段であるこ

とを踏まえ、インターネットで誰でもアクセスできる特許電子図書館（ＩＰＤL）を用いた演習を取り

入れた講義を行いました。

講義内容の概略

(1)特許情報の活用とは     

(2)言葉で探すテキスト検索

(3)番号がわかって探すＤＢ検索

(4)特許分類（3種類）とＦタームを見る

(5)意匠・商標の検索（紹介）

知的財産に関する教育・研究の活動事例

知的財産教育の事例
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平成 23年 6月 16 日（木）～17日（金）佐賀県佐賀市のアバンセ[佐賀県立男女共同参画センター・

佐賀県立生涯学習センター]で、第 9回産学連携学会大会が開催されました。全国から 104件のエント

リー発表があり、本学からは 3件の事例発表を行いました。

(1) 6月16日 (木) 第1日目 Ｂ会場 (13：00～14：45) 産学官連携プロジェクト

0616B1300-2 電機メーカーからの設備導入支援による産学連携強化

○佐々木 茂雄 (鳥取大学 産学・地域連携推進機構) 

小幡 文雄、上原 一剛 (鳥取大学 大学院工学研究科) 

吉岡 昭義 (三菱電機株式会社 鳥取営業所) 

橋本 良則 (多田電機株式会社 営業本部)

(2) 6月17日 (金) 第2日目 Ｄ会場 (9：30～16：15) 人材育成2

0617D1300-5 鳥取大学における知的財産インターンシップ事業

○山岸 大輔、加藤 優、佐々木 茂雄 (鳥取大学 産学・地域連携推進機構)

(3) 6月17日 (金) 第2日目 Ａ会場 (9：30～16：55)

オーガナイズドセッション（産学連携を新たなステージへ）

0617A1415-2 産学官連携における「人的ネットワーク」分析の試み

  ○前波 晴彦 (鳥取大学 産学・地域連携推進機構)

特に、上表の(1)(2)では 知的財産関連の活動について報告を行いました。その概略を以下に示します。

(1)電機メーカーからの設備導入支援による産学連携強化

鳥取大学におけるものづくり企業につながる価値向上への具体的取組み

事例として、

①鳥取大学と三菱電機グループの多田電機とは、電子ビーム加工機の電子

銃の高性能化をきっかけに始動した共同研究を機に、金属表面加工に係

わる研究・開発を促進するため、は三菱電機製(製造元：多田電機)電子

ビームマルチ表面加工機を鳥取大学に無償貸与で導入することを決定。

②電子ビームマルチ表面加工機の導入により，電子ビームによる表面加工

の用途開発を目的として、鳥取県内における新産業の創出に鳥取大学が

積極的に貢献することを検討。

(2)鳥取大学における知的財産インターンシップ事業

①鳥取大学においては、知的財産に係る人材育成が重要なミッションの一

つとして挙げられており、全学共通科目等における知的財産に関連する

講義や公開講座等を通じて、継続的に知的財産に精通した職業人を養成。

②その一環として、知的財産インターンシップ事業を平成１７年度から毎

年８月～９月に実施しており、これまで約１５名の学生が参加。本事業

の内容とニーズに合わせて実施形態を変化させてきた取り組み内容を

紹介。

知的財産研究の事例（連携学会第９回大会での発表）
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本学の知財部門発足時と平成２２年度との知財業務実績の比較（その２）

前号の『知財部門ニュース（平成 23年 6月号）』では、本学の知的財産の創出・権利化に係わる知

的財産活動実績を中心にこの発足時と現在との知的財産業務実績について様々な知的財産指標に基づ

いて比較検討してみました。今回は、蓄積された知的財産権を活用するための活動とその実績につい

て言及します。

本学の知的財産の活用に係わる知的財産活動実績の比較

(1)知的財産の活用に係わるＰＲ活動状況

①本学教員の出願済み案件の中から共同研究やライセンス契約等になる可能性の高い案件を選択し

「鳥取大学知的財産シーズ集 2010」を作成しました。

また、鳥取県知的所有権センターと連携して「使ってみたい鳥取県版特許集 2011」を作成しました。

②共同出願や共同研究の進展を図るため、

「海外技術シーズ発表会」広島大学と連携 (6月,ニューヨーク)」

「バイオアカデミックフォーラム (6月,東京)」、

「山陰発新技術説明会(7 月,東京)」「CIC 東京新技術説明会 (7月,東京)」、

「中国地域さんさんコンソ新技術説明会 (8月,東京)、

「山陰発技術シーズ発表会 inとっとり (9月,鳥取)」、

「イノベーション・ジャパン 2010 (9 月,東京)」、

「アグリビジネス創出フェア 2010 (11 月,千葉)」、

「山陰発技術シーズ発表会 in島根 2011 (3 月,島根)」等、

多くの場で技術発表や出展を実施しました。その結果、共同研究や外部資金獲得を実現しました。

(2)知的財産の活用に係わる契約相談・契約交渉件数

権利の取得・活用に係わる活動については、ⅰ)共同出願契約相談、ⅱ)実施許諾契約相談、ⅲ)秘密

保持契約相談、ⅳ)共同研究契約相談、およびⅴ) 権利活用相談等があります。それらの平成16年度お

よび平成22年度における相談別件数を円グラフで以下に示します。
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①平成22年度の契約相談・契約交渉の延べ件数は124件であり、平成16年度での延べ件数10件

に対して実に10倍以上の件数となっています。この理由は、7年間で蓄積した特許をはじめ

とする知的財産の活用を図る施策推進によって、教職員から各種契約に絡む相談およびその

相手先である企業等との交渉件数、そして共同研究契約締結に伴う相談件数が急増したため

です。

②平成22年度では、係争・侵害等についての相談はなく、近年企業あるいは大学等とのトラブ

ルは皆無の状況が続いていると言えます。

③技術移転等の権利活用に係わる相談件数は延べ14件、実施許諾に係わる相談件数は延べ13

件実施しました。

(3)知的財産の活用に係わる技術移転成約件数

①平成16年度では、技術移転成約件数は0件でしたが、平成22年度における交渉を通じて成約

した技術移転成約件数は5件でした。その結果、技術移転成約に関する累計数は23件となりまし

た。技術分野別では、食品・バイオ関係が全体の40％を占めています。

②上記①の交渉を通じて成約した技術移転累計案件 23件の内、平成 22年度の特許技術移転（ラ

イセンス）料収入額は 3,292 千円です。

＊＊＊編集後記＊＊＊

つい最近の取り留めのないことを２つ。「あっ!!」と思ったことが一つ目。アルミ缶

ボトルのコーヒーができていたこと。いつも缶コーヒーに蓋がほしいと思っていた。

そして「あ～♡」と思ったことが二つ目。猫のドラマが増えたこと。言わずと知れた

猫好きにて･･･。皆様、暑さを考えないようにしましょう。

＊＊＊ 特許相談 ＊＊＊

相談員；佐々木茂雄（部門長・教授） TEL：0857-31-6000(直通)（又は内線 2765）
    山岸 大輔（副部門長・助教）TEL：0857-31-6094(直通)（又は内線 4072）
場 所；産学・地域連携推進機構 2F 知的財産管理運用部門
知的財産管理運用部門 E-mail アドレス； chizai@adm.tottori-u.ac.jp
FAX 専用； 0857-31-5474（又は内線 2771）
産学・地域連携推進機構 HP； http://www.cjrd.tottori-u.ac.jp/

＊＊＊刊 行 物 ＊＊＊

知財部門ニュース 7月号

＜52 号＞（通番 81 号、

2011 年 7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
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【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（水）13：30 より

   場 所: 医学部総合研究棟 4 階セミナー室

８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。

平成 23 年 8 月 15 日（月）・16 日（火） の 2日間は夏季一斉休業を実施します。

今後の予定

【 9月】滝本弁理士 9/14（水）  冨田弁理士 9/13（火）

【10月】滝本弁理士 10/13（木）  冨田弁理士 10/14（金）

【目  次】
8 月の特許相談会 ･･････････････････････････････････････････････････ 1
企業紹介 シリーズ第 17回 －鳥取県金属熱処理協業組合－ ･････････････ 2
山陰発技術シーズ発表会 inとっとり お知らせ ･･････････････････････････ 3
平成 23 年度知的財産インターンシップ事業実施のお知らせ ････････････････ 4
山陰（鳥取・島根）発新技術説明会報告 ･････････････････････････････ 5
ＣＩＣ東京新技術説明会報告 ･･･････････････････････････････････････ 6
ＣＰＡＳ Ｎｅｔ（シーパスネット）のご紹介 ･･････････････････････････ 7～8

【鳥取地区】

  相談員：滝本智之弁理士

        （電気・機械関係他）

日 時：8 月 9 日（火）13：30 より

場 所：鳥取大学産学・地域連携機構 2 階会議室

  産学・地域連携推進機構

知財部門ニュース
５3 号
(通番 82号)

2011 年 8 月刊

絵 ：中村宗和名誉教授
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鳥取県金属熱処理協業組合

理事長 森脇 孝

【会社紹介】

当組合は、昭和 55 年 4 月に鳥取県下の機械金属加工業者 47 社の出資により、鳥取県の設備協力、

日立金属㈱安来工場の技術指導の下、鳥取県金属熱処理協同組合として発足しました。昭和 58 年には

企業性の向上を目指し協業組合に組織変更し、現在組合員数は 62 社となりました。その後、営業展開

を計り、受注先は鳥取県内に限らず中国、近畿地区をはじめ遠くは関東、東北地区にも及んでいます。

熱処理品目は、真空熱処理、ガス浸炭熱処理、真空浸炭熱処理、高周波熱処理、プラズマ窒化処理、

ガス窒化処理と熱処理のほぼ全域をカバーしています。また、独自技術（TORINITE-S、TORISOFT-G、

TORIQUENCH-N 等）により新しい熱処理技術を提供しています。

      

【特色】

ISO9001、ISO14001、OHSAS18001 を認証登録し、品質、環境、労働安全衛生のマネジメントシステ

ムを構築し維持管理をしています。更にトータル人事システム、受注支援システム、工程監視システ

ムを組み合わせた「とりねつマネジメントシステム」により『顧客の信頼と満足を得る製品造り』を

目指しています。また、製造に携わる女性を含む職員のほぼ全員が、国家試験の熱処理技能士を取得

しています。（特級：12 名 1 級：9名 2 級：2 名）

【会社概要】

商 号：鳥取県金属熱処理協業組合

代 表 者：理事長 森脇 孝

所 在 地：〒683-0851

鳥取県米子市夜見町 3001-3

電 話：0859-24-0363

F A X：0859-29-5699

U R L：http://www.torinetsu.jp

E - M a i l ：info@torinetsu.jp

従業員数 ：男 24 名 女 7 名 （計 31名）

企業紹介 シリーズ第 17 回 － 鳥取県金属熱処理協業組合 －

≪真空熱処理ライン≫ ≪浸炭熱処理ライン≫

≪高周波焼入≫ ≪プラズマ窒化≫
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とっとり産業フェスティバル 2011 同時開催

山陰地域の大学・高専・研究機関における最新の研究発表

を発表し、共同研究や技術移転へとつなげることを目的とす

る「山陰発技術シーズ in とっとり 2011」を開催します。

特に今年は「環境/エネルギー」「農業/食品」「材料/化学」

「ものづくり/医療」の各テーマについて、地元企業との連携

を意識した最新の研究成果・技術シーズを発表するので、新

技術導入や新商品開発に関心のある方や産学連携コーディネ

ータにとっては必見です。

【日時】平成 23 年 8月 26 日（金） 13:00～16:35

【場所】 鳥取産業体育館 小体育館（鳥取市天神町）

【主催】とっとり産業フェスティバル 2011 実行委員会、

中国地域産学官連携コンソーシアム

【参加申し込み・お問合せ】

知的財産管理運用部門 加藤

    ＴＥＬ : 0857-31-5703  
E-mail アドレス : m.kato@cjrd.tottori-u.ac.jp

【プログラム】（一部抜粋/全 12 件）

 鳥取大学の発表は 3件

●13:30-13:45 「節水型土壌修復技術のための表層吸引溶脱装置の開発」

農学部 生物資源環境学科 准教授 猪迫耕二

●14:45-15:00 「リサイクル資材を用いた省力型節水野菜栽培」

乾燥地研究センター 教授 井上光弘

●16:00-16:15 「顔表面の運動機能を測定する装置の開発」

医学部附属病院 形成外科 准教授 中山 敏

 鳥取大学以外の教育・研究機関の発表は 9 件

  鳥取県 4 件（衛生環境研究所 1 件、農林総合研究所 2 件、産業技術センター1 件）

米子工業高等専門学校 1 件

鳥取環境大学 1 件

  鳥取短期大学 1 件

島根大学 1件

島根県産業技術センター1 件

お知
らせ
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平成 23 年度知的財産インターンシップ事業実施

平成 23 年度知的財産インターンシップ事業が始まります。今年もパテントコンテストや鳥取県発明

くふう展に応募（文部科学省他主催）するほか、特許事務所での実習を予定しています。

【オリエンテーション】

 実 施：8月 9 日（火）

 内   容：全体オリエンテーション

 担   当：産学官連携プロデューサー 加藤優

（中国地域産学官連携コンソーシアム/知的財産管理運用部門所属）

 場   所：鳥取大学工学部 ものづくり教育実践センター

【実 習(1)】

 期 間：8月 17 日(水)～ 9月 7 日(水)のうち 3 日間

   （実習日は実習生等との調整により決定します）

 場 所：鳥取大学工学部 ものづくり教育実践センター

 アドバイザー：滝本智之弁理士

（滝本特許事務所、本学客員教授）

 実習内容：

パテントコンテストあるいは鳥取県発明くふう

展への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。

＜実習 1 日目の目的＞：

自身の発明内容が「特許」発明の要件に合致する

か分析

→特許制度の理解、特許電子図書館（IPDL）を

利用して先行技術調査

＜実習 2 日目の目的＞：発明資料の作成

→先行技術調査検索・データ分析

＜実習 3 日目の目的＞：応募書類の作成

→自身の発明内容を特許出願できる内容に仕上げる

【補足】☆パテントコンテスト応募書類は 9 月 16日提出期限、

応募書類の審査・選考（選考結果は 12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、特許庁へ出願できます（特許出願料と審査請求料は無料）。

☆鳥取県発明くふう展応募期間は 9 月 1 日～9月 30日、

応募書類の審査・選考（選考結果は 11月予定）

【実 習(2)】

 期 間：9月 26 日(月) から 9 月 28 日(水)の 3日間（予定）

 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、本学客員教授）

 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      

お知らせ
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山陰の研究機関が研究成果を発表する新技術説明会を 7 月 8 日（金）に JST ホール（東京都千

代田区）で開催しました。発明者である研究者自らが発表し、直後に参加者との個別の技術相談

を実施しました。（開催内容についての詳細は、知財部門ニュース 7 月号をご覧ください）

   

    【鳥取大学発表シーズ】（全シーズ 10 件、うち鳥取大学 4件）

鳥取大学教員の研究シーズ発表 4 件に対する延来場者数は 268名と多く、かつ個別面談にも今ま

でにもない来訪者があり、大変盛況な説明会となりました。

【題 目】生細胞における DNA2 本鎖切断損傷を検出する

ﾊﾞｲｵｾﾝｻｰと解析ｼｽﾃﾑ

【発表者】大学院医学系研究科 准教授 栗政明弘

【題 目】空気圧を利用した遮音量可変型軽量遮音構造

【発表者】大学院工学研究科 機械宇宙工学専攻 教授 西村正治

【題 目】節水型土壌修復技術のための表層吸引溶脱装置の開発

【発表者】農学部 生物資源環境学科 准教授 猪迫耕二

【題 目】リサイクル資材を用いた省力型持続的節水灌漑法

【発表者】乾燥地研究センター 教授 井上光弘

山陰(鳥取・島根)発 新技術説明会
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7 月 28 日（木）にキャンパス・イノベーションセンター東京（東京都港区）に集結する大学の内 12

大学が、新技術説明会を開催しました。Ａ会場「電気・電子/化学/材料」と B 会場「情報/機械/医療・

バイオ）に分かれて、未公開出願を含む 17 件のライセンス可能な特許内容を発表しました。

【鳥取大学発表シーズ】（全シーズ 17 件、うち鳥取大学 2件）

本学教員 2 件の発表は、Ａ会場で木下准教授、B会場で三浦准教授がそれぞれ講演するとともに来

場者等との個別面談も行われれ有意義な新技術説明会となりました。

   

■【題 目】フォトリソグラフィーを必要としない超微細回路

及びその形成技術

【発表者】大学院工学研究科 准教授 木下健太郎（A会場/電気・電子/13:30～13:50）

■【題 目】マイクロＲＮＡによる次世代幹細胞作成法

【発表者】鳥取大学 医学部 准教授 三浦典正（B会場/医療・バイオ/15:20～15:40）

CIC 東京新技術説明会
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［ＣＰＡＳ Ｎｅｔ とは 何ですか？］

「CPAS Net（シーパス ネット）」とは、中国地域産学官連携コンソーシアム（以下、「さんさんコンソ」

という。）が平成 20年度から運用している産学官情報データベースです。インターネットのブラウザから

直接閲覧したり（図 1-1、1-2）、さんさんコンソのホームページ（8頁図 2左上青色丸囲み）からもログ

インすることができます。

  

     

    

図 1-1：ＣＰＡＳ Ｎｅｔ 検索

（通常のログイン画面）

（ http://www.sangakukan.com/chugoku ）    

図 1-2：ＣＰＡＳ Ｎｅｔ 検索（登録者の画面）

「CPAS Net」には、さんさんコンソに参加している中国地域の大学・短大・高専等（7月 25 日現在 23 校）

における研究者情報および技術シーズを登録していて、キーワード検索することにより、どの大学にどの

ような研究者がいるかを調べることができます。言い変えると、利用者が求める研究分野にピッタリの研

究者を容易に探すことができます。

また、「CPAS Net」に会員登録し ID・パスワードでログインすると、キーワードにより特許・技術シー

ズ等が自動検索されます。そして予め検索するキーワードを登録すれば毎週関連する技術シーズや特許情

報、イベント情報等も配信されるようになります。現在はまだ「CPAS Net」から発生した共同研究等の実

績はありませんが、さんさんコンソ担当者を含め産学官連携業務に携わるコーディネーター等にとっては、

中国地域の研究情報が一括で調べられるため、業務用ツールとして非常に有用で、キーワード検索でヒッ

トした案件を関係企業にお知らせすることもできます。ちなみに平成 22 年度の利用（ログイン検索）実績

は、前年度よりも減少しましたが約 250 件でした。

［ＣＰＡＳ Ｎｅｔ を利用してみませんか？］

さんさんコンソホームページの「CPAS-Net ご利用申込」（次頁図 2右上赤丸囲み）をクリックして申込

フォームをダウンロードし、これに記入の上、コンソ事務局へ E-mail※１ または郵便でご送付下さい。

後日、ID とパスワード※２が送信され、「CPAS Net」（図 1-2）を無料で利用できます。

（※1/ コンソ事務局 E-mail: info@sangaku-cons.net ）

（※2/ ID とパスワードを取得しなくても、一部の機能（図 1-1 青色部分）を
利用できますが、提供される情報等が限定されます。）

ID･ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞを入力
すると、右の図 1-2
画面が現れます。

※説明部分
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［さんさんコンソホームページを開いてみましょう！］

様々な情報が満載です。

中国地域の技術シーズだけでなく、

最新情報や中国地域開催のイベント

情報など随時更新されます。

主なコンテンツの内容

図 2：さんさんコンソホームページ（7/26 現在）
（ http://www.sangaku-cons.net ）

［お問い合せ］産学・地域連携推進機構 知的財産管理運用部門（担当）産学官連携プロデューサー 加藤優

Tel: 0857-31-5703  Fax: 0857-31-5474  E-mail: m.kato@cjrd.tottori-u.ac.jp

＊＊＊今月の表紙絵＊＊＊

ヒマワリは洋の東西を問わず、太陽をイメージします。花言葉も『あこがれ』や『光
輝』を与えられています。知財立国、知財立県にあって、わが知財部門は鳥大のひ
まわり足りうるや？（中村宗和名誉教授より）

＊＊＊編集後記＊＊＊

夏季休暇の積極的な取得を求められる時節になりました。先日部活の同

期や先輩に 30年ぶりに会い、変わり果てた容姿または変わらない性格

（もちろん良い意味ですが）に人生いろいろと沈思。でもすぐ改めて「こ

れから･･･」と密かに一層奮起。

まだまだ夏本番。暑さを楽しく乗り切りましょう。

＊＊＊ 特許相談 ＊＊＊

相談員；佐々木茂雄（部門長・教授） TEL：0857-31-6000(直通)（又は内線2765）
    山岸 大輔（副部門長・助教）TEL：0857-31-6094(直通)（又は内線 4072）
場 所；産学・地域連携推進機構 2F 知的財産管理運用部門
知的財産管理運用部門 E-mail アドレス； chizai@adm.tottori-u.ac.jp
FAX 専用； 0857-31-5474（又は内線 2771）
産学・地域連携推進機構 HP； http://www.cjrd.tottori-u.ac.jp/

＊＊＊刊行物＊＊＊

知財部門ニュース 7月号

＜53 号＞（通番 82号、

2011 年 8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

ここをクリックすると、

ID・パスワード入力画面(図 1-1)

が現れ検索できます。

● C’s ｵｰﾌﾟﾝｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ

・電気自動車の暖房装置

・太陽光発電

・小水力発電

・バイオマス関連

・物作り・補修・材料技術

●面的特許・技術マップ

・自動車関連分野

・新素材関連分野

・バイオマス関連分野

・太陽光発電分野

他

●知財教育メニュー
   セミナー・研修会等

登録申込フォーム
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【鳥取地区 2】

   相談員：滝本智之弁理士

         （電気・機械関係他）

   日 時：9 月 14 日（水）13：30 より

   場 所: 鳥取大学産学・地域連携機構 2 階研修室

                （一部 TV 会議）

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。

今後の予定

【10月】滝本弁理士 10/13（木）  冨田弁理士 10/14（金）

【目  次】
9 月の特許相談会 ･･････････････････････････････････････････････････ 1
企業紹介 シリーズ第 18 回 － ㈱アクシス － ･･････････････････････ 2
「資源の循環利用を考えるシンポジウム」報告 ･･････････････････････････ 3
「山陰発技術シーズ発表会 in とっとり」報告 ･････････････････････････････ 3
Q&A「特許法等の一部を改正する法律（平成 23 年 6 月 8 日法律第 63 号）」が成立！

･････････････････････････････ 4～8

【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 13 日（火）13：30 より

場 所：鳥取大学産学・地域連携機構 2 階研修室

  産学・地域連携推進機構

知財部門ニュース
５４号
(通番 83号)

2011 年 9 月刊

花 名：ムクゲ

撮影場所：

納品検収センター横、施設環境部側花壇
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                             株式会社アクシス

代表取締役 坂本 直

［会社紹介］ 平成５年９月にＩＴ技術者の「Ｕターンの受け皿」，「地域情報化の担い手育成」お

よび「地域の活性化に貢献」を目的として起業しました．平成１０年に大阪事業所、平成１１年に東

京事業所を開設、企業の業務システムの設計・開発を中核の事業として、首都圏の大手企業および山

陰地区の中堅・中小企業を直接の顧客として展開しております。

［特色］首都圏においては、大手企業の個別課題を解決するＩＴ活用の支援を前提として、製薬業Ｃ

ＲＭ（顧客情報管理）、ネット通販、コールセンター、家電メーカーＳＮＳサイト統合などコンサル

企業との連携による規模の大きなシステム構築を行っております。また地域に於きましては、業種・

業態を問わず「業務改革」から「システム構築」、「導入・運用」までをワンストップでサービス提

供しております。

また、画像処理技術を応用した電子部品製造検査装置向け組み込み型ソフトウェアの開発や電子部品

製造工場生産ライン自動化システムの開発/運用支援を直接受注により継続して行っております。

［会社概要］

商 号：株式会社アクシス

代表者：代表取締役 坂本 直

所在地：本社/鳥取県八頭郡八頭町郡家 77 番地 ＮＴＴビル 1F

       電話：0858-72-3333 ＦＡＸ:0858-72-3330

    東京/東京都江東区東陽 3 丁目 22 番地 6 東陽町 AXIS ﾋﾞﾙ 4F

    大阪/大阪市北区鶴野町 4 丁目 11 番地 朝日プラザ梅田 10F

ＵＲＬ：http://www.t-axis.co.jp

E-Mail：inquiry-axis＠t-axis.co.jp 

従業員数：男 49 名 女 4名 （計５３名）

企業紹介 シリーズ第 18 回 －㈱アクシス －
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さんさんコンソでは、本年度「未利用資源の有効利用に関する研究シーズの集約と高度化」を重点

的活動テーマとして掲げています。その一環として、平成 23 年 8 月 9 日（火）に、廃棄物・資源循環

研究会（事務局 鳥取県衛生環境研究所）主催による「資源の循環利用を考えるシンポジウム」を中国

地域産学官連携コンソーシアム共催で開催（とりぎん文化会館/鳥取市）しました。

当日は、三重大学 舩岡正光教授の基調講演後、鳥取県および「さんさんコンソ」の取り組み事例を

紹介し、研究発表５名（鳥大 2 名）、ポスター発表 15 テーマ（鳥大７テーマ）等が行われ、県内外の

企業・研究者等 80 名以上が参加しました。各研究者と来場者との交流がなされ、活発な意見交換が行

われました。

とっとり産業フェスティバル 2011 同時開催

平成 23 年 8月 26 日（金）に山陰地域の大学等研究機関における最新の研究を発表する「山陰発技

術シーズ発表会 in とっとり 2011」を開催（鳥取産業体育館／鳥取市）しました。テーマである地元

企業との連携を意識した鳥取大学の発表は次の 3 件で、どれも興味をもって熱心に聴いていただきま

した。

当日は、来場者 87名の内 18 名からアンケートを回収し、満足（や

や満足を含む）が 62％、普通が 33％、不満（やや不満を含む）が

5％でした。また、興味を持った発表については、「共同研究等を

考えたい（１名）」「もう一度内容を個別に聞きたい（1 名）」

等の回答の他、今後につなげたい技術相談がありました。

三重大学 舩岡教授の基調講演「森林～そのポテンシャルと持続的工業ネットワーク～」 ポスター展示風景

「節水型土壌修復技術のための

表層吸引溶脱装置の開発」

農学部 猪迫耕二准教授

「リサイクル資材を用いた

省力型節水野菜栽培」

乾燥地研究センター 井上光弘教授 「顔表面の運動機能を測定する装置の開発」

医学部附属病院 中山 敏准教授

報 告

報 告
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Ｑ１：特許庁のＨＰで特許法の一部が改正されたことを見ましたが、その概要はどうようなもの

ですか？

Ａ１：今回の特許法等の改正は、従来の特許制度の根幹に関わる重要、かつ大幅な改正内容となっている

と思います。経済産業省による当該特許法の一部改正の趣旨は次に記載した通りです。下記「趣旨」1

～3の内容を具体的に少し分かりやすく整理すると、「特許法の改正概要」（右下図）に示すように大

別されます。

   

Ｑ２：上表を見ると、相当多くの改正が行われていますが、個々の内容はどのようなものですか？

Ａ２：そうですね、それでは３つのカテゴリー毎に説明します。その中でも 印の「1.(2)冒認出願等に

係る救済措置の整備」、「3.(1)①特許料等の減免に係わる関法令の見直し」および「3.(2)①発明の新

規性喪失の例外規定の見直し」については、大学の研究者（教員）についても関係の深い項目だと思い

ます。

(1)通常実施権等の対抗制度の見直し

安定的な事業継続のため、実務上困難なライセンスの登録をしなくても第三者からの差止請求等に対

抗できる制度【当然対抗制度】を導入することになりました。即ち、通常実施権者は（特許権者から特許

特許法の改正概要

２．技術革新加速化

への対応

①発明の新規性喪失の例外規定の見直し

②再審の訴え等における主張の制限

①審決取消訴訟提起後の訂正審判請求の禁止

(1)通常実施権等の対抗制度の見直し

③審決の確定範囲等に係わる規定の整備

(2)手続きの見直し

③通商標権消滅後一年間の登録排除規定の廃止

②出願人・特許権者の救済手続きの見直し

(2)冒認出願等に係わる救済措置の整備

①特許料等の減免に係わる関係法令の見直し

②11年目以降の意匠登録料の引き下げ

③国際出願の調査手数料の引き下げ

(1)紛争処理の迅速化

(2)紛争処理の適正化：無効審判の確定審決の

第三者効の廃止

(1)料金の見直し
３．ユーザーの利便

性の向上対応

１．イノベーション

のオープン化対応
趣 旨

近年、社外技術を活用して研究開

発や製品化を行うオープン･イノ

ベーションが進展している。

このような環境変化に対応し、

１．イノベーションのオープン

化に伴うライセンス契約の

保護強化や共同研究等にお

ける発明者保護を図る。

２．知的財産を巡る紛争を迅

速・効率的に解決するために

審判制度を見直す。

３．イノベーションの裾野を広

げる等の観点からユーザー

の利便性を向上させる。

Ｑ＆Ａ「特許法等の一部を改正する法律

（平成 23 年 6 月 8 日法律第 63 号）」が成立！
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の譲渡を受けた）第三者に対して、当然対抗用件(特許法 99 条)により、『当然対抗できる』ようになり

ました。この制度導入に伴い、通常実施権の登録制度（現行特許法 99 条 2 項、3項）は廃止となりました。

しかし、この改正により、特許権を譲り受ける第三者は同様にして通常実施権者の存在を認めるのか、

あるいは通常実施権者は特許権を譲り受けた第三者に対して今まで受けている権利等をどのように証明

するのか等の問題が発生する可能性があります。

(2)冒認出願等に係る救済措置の整備

共同研究や共同開発の成果を適切に保護するため、共同発明者の一部によって特許権が取得されてし

まった冒認出願や共同出願違反が発生した場合に、特許の権利を有する者（発明者等）が当該特許権を移

転（自らに返還請求）できる制度を導入します。この制度の導入により、冒認出願等の事情を知らずに実

施していた特許権者や専用実施者等は、特許権移転後も通常実施権を有する特許法 79 条 2項が新設され

ることになりました。

なお、「我が国において共同研究や共同開発をした経験のある企業・大学約 95％の内、共同で出願す

べき発明を単独で出願されてしまった経験、即ち、冒認出願の被害を受けたとする企業・大学が約 40％で

あった」と特許庁の調査で明らかになったことは、今回の導入の一因になったものと思われます。この冒

認特許等については、本学の教員にとっても充分注意していただく必要があります。

(1)紛争処理の迅速化

①審決取消訴訟提起後の訂正審判請求の禁止

現行の特許法（126 条 2 項）では、無効審判に対する審決取消訴訟を裁判所（知財高裁）に起こし

てから 90 日以内に、特許庁に対して訂正審判を行うことができます。裁判所が審決取消訴訟の決定

をすると、特許庁による無効審判が再開され審決がなされます。そして、その無効審判の審決に再

度提訴が起こり、裁判所と特許庁間との無駄な繰り返し（弊害）が行われます。

しかし今回の改正では、その繰り返

しの弊害を防止するため、出訴後特許

権の内容を変更することで、事件が無

駄に差し戻されることを防げるように

なりました（右図を参照）。

審決取消訴訟の訴えから90日以内に

訂正審判を行った場合の差し戻しに関

する規定（現行特許法 134 条の 3第 2

項～5項、181 条 2～4項）が削除され、

訂正審判の請求ができなくなりました。
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②再審の訴え等における主張の制限

また前述①の無駄な繰り返し（弊害）により紛争の解決が非効率になる場合が生じています。

そこで、安定的な事業活動のため、特許権侵害訴訟の判決確定後に特許の無効審決が確定した場合

等の再審を制限し、紛争の蒸し返しを防ぐ改正が行われました。この改正は、紛争の蒸し返しを防

止する主要諸外国の制度との整合性を取ったものです。

③審決の確定の範囲等に係る規定の整備

権利内容の迅速な確定等を図るため、特許権の請求項毎に特許権の有効性の判断等を実施するため

の規定を整備します。

(2)紛争処理の適正化：無効審判の確定審決の第三者効の廃止

現行の特許法では、無効審判等の審決の登録があった場合、何人も同一事実及び同一証拠に基づいて審判

請求ができないことになっていました。しかし、紛争処理を適正化するため、無効審判の段階で確定審決

の当事者および参加人以外の者であれば、同一事実・同一証拠に基づく無効審判請求を認める等、訂正の

機会を確保することにより、訴訟提起後は訂正審判の請求を禁止する等の見直しを行います。

   

(1)料金の見直し

①特許料等の減免に係る関係法令の見直し

中小企業や大学等に対する特許料の減免期間を 3年から 10 年へ延長するとともに、対象となる

中小企業の範囲を拡大します。この適用はこの 8月１日から施行されています。

②11 年目以降の意匠登録料を引下げ

ロングライフデザインの適切な保護を促進する観点から、諸外国と比して負担の重い11 年目以

降の意匠登録料を引下げます。

③中小企業等の国際展開を支援するため、国際出願の調査手数料等を引下げます。

(2)手続きの見直し

①発明の新規性喪失の例外規定の見直し

学会での発表など、発明者等により公表された場合であれば、その公表態様を問わず、発明が公

になった後でも特許権を取得可能にすることになります。

②出願人・特許権者の救済手続の見直し

出願書類の翻訳文提出や特許料等の追納期間を徒過してしまった場合の救済要件を緩和する内

容となっています。

③商標権消滅後一年間の登録排除規定の廃止

商標権が消滅しても、1年間は第三者による登録を排除している規定がありますが、商標権利を

早期に取得できるようにするため、当該規定を廃止する見直し内容です。
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Ｑ３：本当に多くの改正が行われており、専門的な内容も多いため、理解することが大変ですね。

しかし、一般の教職員（研究者＝発明者）にとっては、やはり『３．ユーザーの利便性の向

上対応』が身近で興味を感じるところです。

そこで二三質問があります。先ず、「(2)手続きの見直し」の 「①発明の新規性喪失の

例外規定の見直し」について、今回の改正で変更された点をもう少し詳しく教えていただ

けませんか？

Ａ３：分かりました。それでは、この「発明の新規性喪失の例外規定の見直し」について説明します。我

が国の特許制度では原則として、特許出願より前に公開（刊行物への論文発表等）された発明は特許を

受けることはできません。しかし特許出願（公開後）をしても一切特許を取得できないことは、発明者

にとって厳しい状況になる場合や産業発展上の趣旨に合わないことが生じてきます。

この理由から特許法では、発明を特定の条件下での公開後に特許出願した場合、先の公開ではその発

明の新規性は喪失しないものとする特別な取扱いを認めた規定（発明の新規性喪失の例外規定：特許法

第30条）が設けられています。 この規定については、知財部門ニュース5号(2007年8月)にも取り上げて

います。

現行の『発明の新規性喪失の例外規定』での適用対象は、ⅰ）試験の実施、ⅱ）刊行物への公表、ⅲ）

通信回線による発表、ⅳ）特許庁長官が指定する学会での文書発表等による公開内容に伴う発明内容、

に限定されていました。ところが、近年では例えばWeb上での発明内容の公開に象徴されるように、公開

の仕方が様々な通信形体による不特定多数への情報拡散が発生しています。

このような情報公開の多様化に呼応するために、従来適用対象

とされていなかった

ⅰ）集会や特許庁長官の指定のない学会等で公開された内容、

ⅱ）テレビ・ラジオ等で公開された内容、

ⅲ）販売によって公開された内容

が新たな適用対象になりました。つまり、このように発表され

た内容でも、発明として出願する可能性が拡大しました。

ただし、この適用対象の拡大は、素直に喜ぶことはできません。この規定は公開された発明は特許を

受けることができないという原則に対する例外規定ですから、早く出願することが有利であることは変

わりありませんし、外国ではこの例外規定を認めている国が少ないことから、この適用の有用性に限界

があることは基本的に変わらないと思います。

Ｑ４：もう一つ『３．ユーザーの利便性の向上対応』の中で、「(1)料金の見直し」についてお聞

きします。最近、業界新聞や専門誌で特許出願における出願審査請求料が大幅に引き下げ

られるとの記事を読みました。先程の説明では、この『出願審査請求料の大幅引下げ』の

ことが一切触れていませんでしたが、この施策は施行されないのですか？

Ａ４：この料金の見直しは今回の特許法の改正で施行されるのではなく、『政令の改訂』で施行される内

容ですので、今回の特許法改正と無関係に施行されます。従って、本来であればこの特許法改正の中

ⅰ）～ⅲ）の適用

対象拡大は喜ばしい

ですが、

「発表までに出願」

が原則です。



8

で説明すべきことではありませんが、知的財産管理運用面から重要な事項ですので、次に「特許法等

関係手数料令の一部を改正する政令」の骨子と【出願審査請求料新旧一覧表】を抜粋します。

【出願審査請求料 新旧一覧表】

新 料 金（平成23年8月1日から施行） 現 行 料 金

通常の特許出願 118,000円 ＋ 請求項数 × 4,000円 168,600円 ＋ 請求項数 × 4,000円

特許庁が国際調査報告※１を作成

した国際特許出願
71,000円 ＋請求項数 × 2,400円 101,200円 ＋ 請求項数 × 2,400円

特許庁以外が国際調査報告※１を

作成した国際特許出願
106,000円 ＋ 請求項数 × 3,600円 151,700円 ＋ 請求項数 × 3,600円

特定登録調査機関※２が交付した

調査報告書を提示した特許出願
94,000円 ＋請求項数 × 3,200円 134,900円 ＋請求項数 × 3,200円

Ｑ５：今回の法律改正について、もう少し具体的な内容を知る機会はありますか？

Ａ５：特許庁主催の今回の法律改正に関する説明会が全国主要都市（18 都道府県）で開催される予定です。

鳥取県の近隣で行われる説明会（開催日、会場）は、大阪市（9/20、大阪国際会議場）、松江市（10/21、

くにびきメッセ)、広島市（10/13、広島県情報プラザ)の三か所です（ただし、全会場とも事前申込

制）。特許庁職員の大変分かりやす説明で、参加費やテキストは無料なので、是非この機会に参加し

てみたらいかがでしょうか。

「特許法等関係手数料令の一部を改正する政令」の骨子

平成 23 年 7 月 8 日の閣議決定

１．特許制度ユーザーの新たな研究開発やイノベーションを促進し、知的財産を活用し

た我が国の産業競争力の強化を支援のため、審査請求料引下げを図る。

２．具体的には、特許出願における出願審査請求料を平均約 20 万円から約 15 万円へと

5万円程度（約25％）大幅に引き下げを実施する。

３．今般の措置は、特許審査の効率化を進めた成果を、審査請求料の過去最大の引下げ

により、出願人に還元するものである。

＊＊＊ 編集後記＊＊＊

表紙の「ムクゲ」は、やっときれいな写真が撮れました。ずっと狙っていたのでう

れしいです。さて、9月になり今年中のスケジュールがだんだん手帳を埋める頃にな

りました。個人の力は小さいけど、継続や団結で大きな力が得られます。暗いニュ

ースが多かった前半から、少しでも明るく元気になるよう一層努力したいものです。

＊＊＊ 特許相談 ＊＊＊

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

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

場 所；産学・地域連携推進機構 2F 知的財産管理運用部門

知的財産管理運用部門 E-mail アドレス； chizai@adm.tottori-u.ac.jp

FAX 専用； 0857-31-5474（又は内線 2771）
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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。

今後の予定

【11月】滝本弁理士 11/15（火）  冨田弁理士 11/14（月）

【12月】滝本弁理士 12/14（水）  冨田弁理士 12/16（金/米子地区）

【 1月】滝本弁理士 1/11（水）  冨田弁理士 1/11（水）

【目  次】
10 月の特許相談会 ･･････････････････････････････････････････････････ 1
企業紹介 シリーズ第 19 回 － ㈱センコースクールファーム鳥取 － ･･･ 2
イノベーション・ジャパン 2011 が開催される！ ･･･････････････････････ 3
併せて、第 10 回産学連携推進会議が開催される！････････････････････････ 3
平成 23 年度知的財産インターンシップ事業実施報告 ････････････････････ 4
第 2 回中国地方産学官連携コンソーシアム外部評価委員会報告 ･･･････････ 4
Q&A ついに、米国が「先出願主義」に転換！････････････････････････････ 5～8
中国地域さんさんコンソ新技術説明会のお知らせ ･･････････････････････ 8

【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（金）13：30 より

   場 所:医学部総合研究棟 4 階セミナー室

                

【鳥取地区】

  相談員：滝本智之弁理士

        （電気・機械関係他）

日 時：10 月 13 日（木）13：30 より

場 所：鳥取大学産学・地域連携機構 2 階会議室

  産学・地域連携推進機構

知財部門ニュース
５５号
(通番 84号)

2011 年 10 月刊

樹  木：スダジイ

撮影場所：第二駐車場への下り坂脇
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代表取締役社長

井上 毅

【会社紹介】

㈱センコースクールファーム鳥取は鳥取県東伯郡湯梨浜町にある廃校（旧）羽合西小学校を改造して、

平成 22 年 4月に大阪に本社がある流通・運輸会社のセンコー㈱の特例子会社として設立された会社で

す。

平成 22 年 7月より生産を開始し（旧）小学校

のグランドに建設された6棟のビニールハウス

で野菜（チンゲン采、小松菜、青ネギ等）を栽

培し、（旧）校舎をリニューアルし、教室を改

造した栽培室でキノコ（舞茸、黄金たもぎ茸）

を育て収穫しています。

会社の経営理念として福祉型農業ビジネスの展開と地域社会への貢献があります。

従業員は中部地域を中心とした障害者の方で重度障害者を含めた 25 名の方が採用されています。

そのほか 9名の高齢者のスタッフと 4名の管理スタッフが活躍中です。

障害者の方の就労については色々と難しい面がありますが、鳥取県労働局、ハローワーク、障害者職

業センター等の支援を受けて定着することができました。

農業の取り組み方についてエコロジーや省エネを心掛けた農業を

行うため、（旧）小学校のプールに貯めた雨水を利用して水耕栽培

の水に利用し、キノコ栽培では使い終わった菌床を花卉栽培の土壌

に再利用し、ソーラー発電装置を設置し、水耕栽培用の電力として

使用しエコな循環型農業を行っています。

これからの事業展開として鳥取県特産物の地元農産品(ながいも・

タケノコ等)の販路拡大や利用方法の検討など地元に根差した生産

拡大を目指して行きます。

【会社概要】

社名   ：株式会社センコースクールファーム鳥取

所在地  ：〒682-0722

       鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい長瀬 1350 番地

電話・FAX : 0858-35-5238

代表者  ：代表取締役社長 井上 毅

設立   ：平成 22年 4 月 1日

資本金  ：1 千万円

従業員数 ：38 名

事業内容 ：水耕栽培による野菜栽培、栽培ユニットによるキノコ類栽培、

菌床リサイクルによる花卉の栽培及び販売業

企業紹介 シリーズ第 19 回 －㈱センコースクールファーム鳥取－

ハウスと校舎

たもぎ茸(↑) と 舞茸(→)

水耕写真
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１）イノベーション・ジャパン 2011

大学見本市が開催される！
2011 年 9 月 21日(水)～22 日(木)の両日、東京国際フォーラムにおいて、「イノベーション・ジャパン 2011」

が、台風 15 号の影響を受けながらも、例年とおり開催されました。

今年の展示は、【情報通信】、【ライフサイエンス】、【医療】、【装置・デバイス】、【ナノテクノロ

ジー】、【環境保全・浄化】、【低炭素・エネルギー】、【マテリアル・リサイクル】、【シニアライフ

（高齢社会）】、【防災】の 10 分野のカテゴリーに分けて展示されました。

そのうち、本学からは工学研究科 機械・宇宙工学専攻の石井晃教

授の『ヒット現象の数理モデルを用いたＳＮＳマーケッティング』

との表題で展示会に出展するとともに、新技術説明会が 21 日 13:40

から行われました。

２）併せて、第 10回産学官連携推進会議が開催される！

また、同一会場（東京国際フォーラム）において、「第 10 回産学官連携推進会議」が開催されました。今

から約半年前に発生した未曽有の東日本大震災の様々な影響を払拭することを狙いに、『我が国の復興・

再生に向けた産学連携の促進』をテーマに、将来にわたる持続可能な社会の発展を目指して『科学技術イ

ノベーション政策の推進』を図る目的で、以下の講演等が開催されました。

１．会議の部

(1) 特別講演

①西田 厚聰 株式会社 東芝 取締役会長：「産学官連携による日本の再生」

②川口 淳一郎 独立行政法人宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究所 教授：

「『はやぶさ』が挑んだ人類初の往復の宇宙飛行、その 7年間の歩み」

(2) 特別報告

①江刺 正喜 東北大学 原子分子材料科学高等研究機構 教授 マイクロシステム融合研究開発センター長

「異分野融合によるマイクロシステム開発とコラボレーション」

②児玉 龍彦 東京大学先端科学技術研究センター 教授：

「スーパーコンピューターによる医薬品の設計」

２．分科会 「震災復興・再生を支える科学技術イノベーション」の部

①グリーンイノベーション 〜環境・エネルギー先進国を目指して〜

②災害からの安全性向上に役立つ科学技術

報告 4 件



4

  ３）平成 23年度知的財産インターンシップ事業実施報告

平成 23年度知的財産インターンシップ事業が終了しました。今年は地域学部・工学部・農学部から各 1名

が参加し、パテントコンテスト（文部科学省他主催）や鳥取県発明くふう展（鳥取県発明協会主催）に応

募するほか、特許事務所で知的財産実務の実習を行いました。

【オリエンテーション】

 実施日・場所：8月 9日（火）・鳥取大学工学部 ものづくり教育実践センター

 内 容：全体オリエンテーション

 担 当：産学官連携プロデューサー 加藤優

（中国地域産学官連携コンソーシアム/知的財産管理運用部門所属）

【実 習(1)】

アドバイザー：滝本智之弁理士（滝本特許事務所、本学客員教授）

実習日・場所：

8月 25 日(木)、9月 6日(火) ・・・ものづくり教育実践センター実習棟

9月 7日(水) ・・・・・・・・・・産学・地域連携推進機構棟

 実習内容：パテントコンテストや鳥取県発明くふう展に出展する。
＜実習 1日目＞：

自身の発明内容が「特許」発明の要件に合致するか分析
→特許制度の理解、特許電子図書館（IPDL）を利用して先行技術調査

＜実習 2日目＞：
発明資料の作成→先行技術調査検索・データ分析

＜実習 3日目＞：
応募書類の作成→自身の発明内容を特許出願できる内容に仕上げる

【補足】☆パテントコンテストへは、工学部 3年生が応募。

応募書類の審査・選考（選考結果は 12 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できる制度（特許出願料と審査請求料は無料）。

☆鳥取県発明くふう展へは、地域学部 3年生が応募。
応募書類の審査・選考（選考結果は 11 月予定）

【実 習(2)】
 期間と実習場所：9月 26 日(月) ～9月 28 日(水)、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、本学客員教授）
 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
【補足】☆今年は地域学部 3年生・農学部 1年生の 2名と当部門のプロジェクト研究員 1名が参加。

初日は、大阪オフイス市場 CD も交えたオリエンテーションの後、各自が希望し
たテーマについて実習開始。最終日は、当部門長も出席して成果報告会を行い、
担当弁理士から総評を含めた指導助言をいただいた。

４）第 2回中国地方産学官連携コンソーシアム外部評価委員会報告

「中国地域産学官連携コンソーシアム（さんさんコンソ）」の第６回目の外部評価委員会が 9月 29 日(木)

に、ホテルグランヴィア岡山で開催されました。本委員会では、さんさんコンソ事務局から平成 23 年度上

期の活動報告を中心に報告すると共に、さんさんコンソの課題、平成 23 年度下期の事業計画、自立化形態

の案などを説明しました。会議では、さんさんコンソの自立化・将来展望などを中心に活発な討論がなさ

れ、外部評価委員からは今後の展開に繋がる貴重なアドバイスや指摘を頂きました。
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Ｑ＆Ａついに、米国が「先出願主義」に転換！

Ａ１：今回の米国特許法の改正は、歴史的かつ全世界的に非常に重要な特許制度の改正となっていると思

います。即ち、米国は今回の特許法の改正により、最初に発明した者に特許権が与えられる先発明主

義から、発明した者がいち早く特許庁へ出願することで特許権を認められる先出願主義に転換を図っ

たことが大変注目されています。

新聞報道によりますと、既に 6月 23日に米国下院で可決していた特許法の包括的な改正法案が米国

上院で 9月 8日に賛成多数で可決後、16 日にオバマ米国大統領の署名し、同法案が成立しました。

その結果、この法案は多くの改正点を含んでおり、約60 年ぶりの大改正となります。

Ａ２：先発明主義は誰が最初に発明したかを重視する考え方であり、先出願主

義は誰が最初に出願したか、即ち、何年何月何日に出願したかを重視する

考え方です。今まで、米国では、最初に発明した者に権利を与える方が良

い先発明主義の考え方を採ってきており、日本をはじめ米国を除くほとん

どの国が先出願主義の考え方を採ってきていました。

Ａ３．その理由を簡単に述べると、以下の内容になります。

米国は先発明主義が国際ハーモニゼーション（調和）を乱すとの理由で何度か先出願主義への転換を

模索していましたが、「発明の保護が特許制度の目的の最優先事項との哲学」と「個人発明家の力」

が強いため、先出願主義への転換ができない状況にありました。

一方、日本をはじめ、ほとんどの国が先出願主義を取っているのは、発明がいつ行われたのか立証す

るのが難しいためです。即ち、手続きが難しく、しかも係争による多額の費用が必要となる欠点を先

発明主義は抱え込んでいますが、活用には便利な面があり、どちらを優先するかで評価・対立が生じ

ていました。したがって、先発明主義は国際調和を図る面からも知的財産権制度の制限となっていま

した。

Ａ４．つまり、国際社会における安定的なビジネス環境を形成するためには、知的財産権制度の国際調和が

不可欠となります。しかし、先発明主義等に見られる米国の特異な特許制度は、権利の安定性の面か

ら問題があり、米国での他国企業の活動を阻害する要因＝知的財産権制度の国際調和の観点における

制限となっているということです。この他、発明公表後の出願猶予制度（グレースピリオド制度）や

行政遅延による特許期間の延長の考え方など国際的に相違する事項もあり、国際調和を通じた国際ル

ールの確立が必要な状況になっていました。

Ｑ１：9月 17 日の新聞で米国の特許法が改正されたことを見ました。その概要はどうようなものですか？

Ｑ２：先発明主義と先出願主義との違いについて、もう少し詳しく説明していただけますか？

Ｑ３：何故米国のみが今まで先発明主義を取っていたのですか？ 先発明主義が有

利にも感じるが、何故日本をはじめ多くの国は先出願主義なのですか？

Ｑ４．「国際調和の観点から、知的財産権制度の制限がある」とはどういうことですか？
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Ａ５：米国の特許法改正に至る背景・経緯のポイントを見ますと、以下のことが挙げられます。

(1)「National Academies Committee レポート（2004 年）」や「マイクロソフトによるＨＰでのコメ

ント(2005 年３月)」等で主張されている特許の質の低下、訴訟件数の増大等の米国特許制度にお

ける問題点の指摘に基づき、米国議会の知的財産小委員会が「2005 年特許法改正法案」を発表（2005

年４月）。当該改正法案には、先出願主義への転換、特許権付与後異議申立制度の採用、損害賠

償額の適正化等、米国特許制度の根幹に係わる項目が盛り込まれる。

(2)米国は特許に関する国際会合において先出願主義への転換を表明（2006年）。特許法改正法案も

何度も議会に提案されている。例えば、上記(1)の特許法改正案が米下院で可決されたが、個人発

明家や中小企業等の反対で当該改正案は成立には至っていない（2007 年）。

(3)しかし、近年、情報技術やソフトウェア分野で、急激・急速な技術革新の中で、米国が国内外の

ＩＴ企業や新興国との技術面・経営面での競争が激化。例えば、米グーグル社が米通信機器大手

モトローラ・モビリティを買収したのは、モトローラ・モビリティが保有する通信関係の特許を

囲い込み、訴訟リスクを減らすためであったことはその典型的事例と言える。

(4)特に、上記(3)の実情を打破するため、今回の特許法改正が成立したことになる。今回の米国特許

法の一番の改正点は、米国のみが採用していた先発明主義から、世界共通の先出願主義への移行

であるが、その他、特許付与後の異議申立て制度導入、明細書ベストモード開示条件の無効理由

からの除外等、多くの改正点がある。

Ａ６：結果的には、そういうことになりますね。米国としては『先に発明した者に特許を認める先発明主

義の理念は、先に出願した者に特許を認める先出願主義の理念よりも優れている』との主張は正しい

が、国益を考えると先発明主義による実際の運用面での弊害を無視できない状況になったため、先出

願主義に転換したものと考えられます。

先発明主義による実際の運用面での弊害としては、以下のことが考えられます。実務的な面から見て、

先発明主義は総じて、訴訟・係争リスクが大きい点が最大の弊害と思われます。

(1)先発明主義では誰が発明したかを審査する時間が掛かるため、特許出願から付与するまでの期

間が平均３年近くになり、特にＩＴ研究・事業分野での審査待ちの案件が増加し、出願人からの

早急な結論に期待することが困難な状況にある。

(2)特許を先に出願しても、それ以前に同一の発明をしたとの証明する者が、先に

出願した後に現れた場合、先に出願した者の特許が認められなくなり、係争に

なる可能性が高い。即ち、先発明を主張された場合、先発明者の決定には，訴

訟と類似の発明の先後を争う手続きが必要であり、その手続きを行う費用や事

務処理負担が大きい。

(3)上記(2)に関連して、先ず特許庁への出願を行う先出願主義に比べてできるだけ早く出願すると

の動機付けが弱いため、先出願主義の諸外国に出願処理に遅れを取ることになる。

Ｑ５：それでは、今回、米国が先発明主義から先出願主義に転換すること等、米国の特許法改正がこれ

ほど話題になる背景・経緯について、もう少し具体的に説明していただけますか？

Ｑ６：それでは、米国が先発明主義から先出願主義に転換することを選択したことは、先発明主義のメ

リットよりも先発明主義のデメリットが多いと判断したことになりますね？
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即ち、米国出願後に日本、中国、欧州各国へ出願する場合、先出願主義を採っているこれらの国

では出願に遅れをとり、それらの国における競合他者に簡単に権利化を許すことになる。

Ａ７：今回の特許法改正により、米国に多くの特許を出願している日本企業には、制度面や財政面で大き

な影響を受けることが考えられます。即ち、日本企業にとっては、日本における特許制度に近くなる

訳ですから、①米国での特許出願申請がやりやすくなること、②国際紛争は減少するものと予想され

ること、③総じて、特許費用の削減を図ることができることが考えられます。その結果、日本企業お

ける米国への事業戦略・特許出願戦略が明確に立案できる環境に変わっていくことが予想されます。

Ａ８：それでは最近の日本、米国、中国での出願状況を下図に示すとともに、米国における特許出願の総

件数、米国人による出願件数、日本人以外の外国人による米国への出願件数、日本人による米国へ

の出願件数を以下に示します。日本は、海外出願総数の約半分に当たる約８万件／年を米国に出願

している。出願している企業の多くは電子・電気、情報通信分野の大手企業となっています。

①米国における特許出願総件数：約 45 万件

②上記①の内、米国人による米国(自国)への出願件数：約 25 万件

③上記①の内、日本人以外の外国人による米国への出願件数：約 12万件

④日本人による米国への出願件数：年間約 8万件

日本 米国 中国

0

100

200

200

100

300

400

非
居
住
国
へ
の
出
願

居
住
国
へ
の
出
願

米国における主要諸国からの発明特許出願件数の推移（1995～2007年）

グラフのデータは、各国ごとに左から1995～2007年

資料：WIPO,“Statistics on Patents”(Last update: December 16,2008)

出典：科学技術政策研究所 調査資料-170 科学技術指標

千件

④日本人による米国への
出願件数：年間約８万件

①米国における特許出願総件数：約４５万件
②上記①の内、米国人による出願件数：約２５万件

③上記①の内、日本人以外の外国人による出願件数：約１２万件

Ｑ７：それでは、米国が先発明主義から先出願主義に転換することで、日本にとっては、どんなメリッ

トが発生することになりますか？

Ｑ８：なるほど。それでは、今度、米国での特許出願動向は大きく変わるかも知れませんね。ところで、

最近の米国での特許出願状況などうなっているのでしょうか？
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Ａ９：先程ＩＴ分野における影響に触れましたが、ライフサイエンス分野におけるｉＰＳ細胞やＥＳ細胞

の作成法やｉＰＳ細胞やＥＳ細胞による臨床への応用について熾烈な特許取得戦争があります。

大学や国の研究機関が特許取得に注力する理由は、製薬企業等が取得した特許を盾に多額の特許使

用料を要求する結果、出来上がった薬剤（治療薬）が高額になってしまうことです。歴史的に見て

も特に米国の特定企業の独占化が多く見られます。このような事態を防止し、多くの研究者がｉＰ

Ｓ細胞やＥＳ細胞による研究に参画できる体制を整備するためにも、この特許取得が大きな意味を

持つと考えます。

その観点から、今後、米国特許法の改正が再生医療分野のキー技術で

あろうｉＰＳ細胞やＥＳ細胞による技術革新に何らかの影響を与える

可能性があると思われ、今後の動向に注目すべきと考えています。そ

の意味で、今回の米国特許法の改正は大学の研究者（教員）について

も関係の深い項目であると思います。

Ａ10：先ず、今回の改正法の詳細について把握したいと考えます。具体的には、関係すべき案件が発生し

た段階で個別に対応していく予定です。

中国地域さんさんコンソ 新技術説明会
【11 月 25 日 開催：ＪＳＴ東京本部ＪＳＴホール（市ヶ谷）】

「中国地域産学官連携コンソーシアム（さんさんコンソ）」正会員である大学・高専等が、未

公開特許を中心とした技術シーズを発表する「中国地域さんさんコンソ 新技術説明会」を開

催します。今年度は、東日本大震災復興支援を目的とした＜資源循環活用＞＜省エネ・新エネ

＞＜電気＞＜情報＞＜防災＞＜医薬＞の６分野の新技術です。鳥取大学の発表者は２名で、①

西村強教授（工学研究科）が題名「落石衝突時のモデル化と 3次元軌跡シミュレーション」＜

防災＞を、また②李仕剛教授（工学研究科）が題名「全天周画像のフォーマットと特徴抽出」

＜情報・防災＞を発表します。

＊＊＊刊行物＊＊＊

知財部門ニュース 10 月号

＜55 号＞（通番 84 号、

2011 年 10 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

＊＊＊ 編集後記＊＊＊

鳥取大学鳥取キャンパスの学園祭である風紋祭の頃に

なりました。今年は「とりりんの砂像」（広報センタ

ー前）もお目見えし、注目を集めています。

さて表紙の写真、割れた殻斗から現れる椎の実は結構

丸みのある美味しそうな実で、なんとなく拾いたくな

るのですが、今では「これが食べられる」なんて知っ

ている子供は少ないのでしょうね。まだまだ青くて食

べられそうにはないですが・・・
＊＊＊ 特許相談 ＊＊＊

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

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

場 所；産学・地域連携推進機構 2F 知的財産管理運用部門

知的財産管理運用部門 E-mail アドレス； chizai@adm.tottori-u.ac.jp

FAX 専用； 0857-31-5474（又は内線 2771）

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

Ｑ９：今回の特許法の改正は大学にとっても大きな影響を受けますか？

Ｑ10：最後に、今回の特許法の改正に対応して本学にとっての対応はどう考えますか？

お知らせ
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１１月の特許相談会
※今月は鳥取地区で 2回開催されます。相談をご希望の方は予約をお願いします。

今後の予定

【12月】滝本弁理士 12/14（水）  冨田弁理士 12/16（金/米子地区）

【 1月】滝本弁理士 1/11（水）  冨田弁理士 1/11（水）

【 2月】滝本弁理士 2/10（金）  冨田弁理士 2/13（月/米子地区）

【目  次】
11 月の特許相談会 ･･････････････････････････････････････････････････ 1
企業紹介 シリーズ第 20 回 － ㈱コタニ － ･･･････････････････････ 2
中国地域さんさんコンソ新技術説明会開催 ･･･････････････････････ 3
Q&A トピックス 最近の我が国の知的財産情勢は！･･･････････････････････4～8

【鳥取地区 2】

   相談員：冨田憲史弁理士

         （医獣・バイオ関係他）

   日 時：11 月 14 日（月）13：30 より

   場 所: 鳥取大学産学・地域連携機構 2 階会議室

                

【鳥取地区 1】

  相談員：滝本智之弁理士

        （電気・機械関係他）

日 時：11 月 16 日（水）13：30 より

場 所：鳥取大学産学・地域連携機構 2 階会議室

  産学・地域連携推進機構

知財部門ニュース
５６号
(通番 85号)

2011 年 11 月刊

絵：中村宗和名誉教授
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                          代表取締役社長 小谷幹雄

【ご挨拶】

革新と進化への努力をつづけ「経営のクオリティ向上」を図ります。

私ども有限会社コタニは、創業以来、”現実を見つめた創意工夫によって、付加価値を提供する

こと”を使命と考え、事業を継続して参りました。

その間、良い波・悪い波、多種多様な波に見舞われましたが、全ての波をチャンスととらえ、

全力で邁進しております。

今後も考え方や会社の殻を持たず柔軟に、時代に即し、先端機械、パーソナルコンピュータ、イ

ンターネット、口コミなど全てを、道具と理解しそれらを活用し、少量多品種やワンオフに、短

納期と低価格、高品質で対応し、安定供給することが私どもの使命と考え、常に、技術・品質を

追求する志と先見性を追求し続けます。

これからも、従業員、経営陣が一丸となって事業に邁進してまいります。ご支援、ご愛顧をたま

わりますよう、お願い申し上げます。

【コタニのものづくり】

豊富な経験で、様々な素材に対応します。

ものづくりの現場から、現実を見つめた創意工夫

によって付加価値を提供できるよう心がけています。

また、３D-CAD を活用した提案や、産官学連携を活

用した加工技術の解析などに、製造部門全従業員が

取得する事によって、全社的なスキルアップを実施

しています。

さらには自社開発のシステムを中心とした、社内情報ネットワーク構築によって、知識の可視化・

業務の平準化を推進。プログラム作成から、加工、組立てまでの一連の作業をこれらのネットワ

ークを活用し、社内にて一貫して実施することにより、社内全工程の効率化を図っています。

【会社概要】
社 名： 有限会社 コタニ

所 在 地：〒681-0024

岩美郡岩美町岩井 271-2

電 話: 0857-72-0640

代 表 者：代表取締役社長 小谷幹雄

設 立：1989 年 12 月 1日

従業員数：12 名

事業内容：精密板金加工

会社 HP：http://k-kotani.com/   

企業紹介 シリーズ第 20 回 －有限会社 コタニ －

レーザー加工機を使用した加工品（サンプル作品）

        画像はすべてコタニ HP より抜粋
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中国地域さんさんコンソ 新技術説明会

「中国地域産学官連携コンソーシアム（さんさんコンソ）」正会員である大学・高専等が、未公開特許を

中心とした技術シーズを発表する説明会を開催します。今年度は、東日本大震災復興支援を目的とした新

技術です。鳥取大学では①西村強教授（工学研究科）②李仕剛教授（工学研究科）の２名が発表します。

発表時間 13:30～14:00 ＜防災＞

①落石衝突の DEM モデルと 3 次元軌跡シミュレーション
Modeling of Rockfall Impact and 3D Simulation of Trajectories

鳥取大学 大学院工学研究科 社会基盤工学専攻 教授 西村 強

技術の概要
凹凸を有する面と衝突を繰り返しながら運動する物体の軌跡を解

析する方法を開発した。衝突前後の速度変化を粘性減衰系と摩擦ス

ライダーを併用したモデルで表現し、その入力係数値を、実測可能

な指標と対比して決定できる手順を具備している。

従来技術・競合技術との比較
平面の摩擦角と物体の入射角の大小という衝突前運動条件に衝突

直後の運動が依存することを明らかにして、それを表現するモデル

を導入していること、入射方向への反射など実現象として不合理な

運動を排除する技術を開発・導入している。

新技術の特徴
・3次元シミュレーションソフトを開発済である

・質点のみならず、剛体を用いた解析もできる

・単体のみならず、複数の要素を用いた解析ができる

想定される用途
・落石の運動と防護工への衝撃力算定

・衝突を伴うスポーツ用品分野

・衝突を伴う機械部品分野

発表時間 14:00～14:30 ＜情報・防災＞

②全天周画像のフォーマットと特徴抽出
Format and feature extraction for full-view image

鳥取大学 大学院工学研究科 情報エレクトロニクス専攻 教授 李 仕剛

新技術の概要
本技術は、全天周画像の表現する新しいフォーマットを提案し、また、全天周

画像からのエッジ点検出、勾配算出、正確な直線検出に関する技術を紹介する。

従来技術・競合技術との比較
従来、視野の広い画像を処理する際には、球面画像モデルを介して行っていた。

本技術は、離散球面画像上での画像処理を行う。

新技術の特徴
・全天周画像の表現を簡潔にする

・全天周画像の新しい勾配算出法を提案する

・全天周画像の新しい特徴抽出法を提案する

想定される用途
・全天周カメラを用いた移動レスキューロボットの環境解析

・全天周カメラを用いた車の運転補助

・全天周カメラを用いた監視カメラの環境解析
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Ｑ＆Ａ

最近の我が国の知的財産情勢は！

Ｑ１：先月の「知財部門ニュース 10 月号」で、米国の特許法が歴史的かつ全世界的に非常に重要な特制度

の改正が行われ、その象徴的な事柄としては『先発明主義』から『先出願主義』に転換したことが書かれ

ていました。それに対して、我が国は知的財産政策をどのような展開を図ろうとしているのでしょうか？

Ａ１：先ず、知的財産に関する方針については、今年の6月に内閣官房知的財産戦略推進事務局から『知的

財産推進計画2011』が公表されています。その概略をまとめて見ますと、下図のように「Ⅰ.時代の大きな

変化と知財イノベーションの必要性」と「Ⅱ グローバル・ネットワーク時代の新たな挑戦を支える4つの

知的財産戦略」から構成されています。

   

第
四
期
科
学
技
術
基
本
計
画

特
許
行
政
年
次
報
告
書
２
０
１
１
年
度

Ⅱ．グローバル・ネットワーク時代の
新たな挑戦を支える４つの知的財産戦略

Ⅰ．時代の大きな変化と知財イノベーションの必要性

１．グローバル・ネットワーク時代の到来とダイナミックな世界の変化
２．日本の危機、東日本大震災のショックと新たなチャンス
３．グローバル・ネットワーク時代の知的財産戦略（知財イノベーション）

１．国際標準化のステージアップ戦略
企業が外部との合従連衡を通じた国際競争力を高めるため、産学官連携

による国際標準化を推進する。

２．知財イノベーション競争戦略

イノベーション・システムの中核となる知財システムをグローバルに進

化・発展させる。

３．最先端デジタル・ネットワーク戦略

電子書籍、クラウドなど最先端のデジタル・ネットワークにおける競争

に打勝つ戦略立案と基盤整備を推進する。
４．クールジャパン戦略

世界で人気があり一層の成長が期待できるクールジャパンを我が国の新

たな「知的文化資産」としてグローバルに発信するとともに、基盤整備

を図る。

（出典）内閣官房知的財産戦略推進事務局資料から作成

そして『知的財産推進計画2011』に記載された内容は、平成23年8月19日に閣議決定された『科学技術基

本計画』にも反映されています。また、｢Ⅱ．グローバル・ネットワーク時代の新たな挑戦を支える4つの

知的財産戦略」には『特許行政年次報告書2001版』の実績等が反映されています。

それらの相互関係を結びつけるキーワードが、グリーン・イノベーションやライフ・イノベーションを

はじめとする『科学技術イノベーション』とグローバルな展開を図る『知財イノベーション』の融合と言

えます。
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Ｑ２：なるほど。それでは、『知的財産推進計画2011』における「Ⅰ.時代の大きな変化と知財イノベー

ションの必要性」について、より詳しく説明してくれませんか？

Ａ２：図の「Ⅰ.時代の大きな変化と知財イノベーションの必要性」に記載されている3つの切り口に関

して、それぞれの具体的に主張点（骨子）を簡単に触れてみます。

１．グローバル・ネットワーク時代の到来とダイナミックな世界の変化

今、世界はダイナミックに変化している。即ち、

①地球環境問題、水・食料・資源・エネルギーに関する深刻な環境課題、

②中国やインドの巨大市場を擁する新興国の経済的・政治的影響力の増大、

③国境を超えてシームレスに世界がつながるグローバル・ネットワーク時代の到来

の中で、迅速かつ効果的なイノベーションをボーダーレスな企業間の連携で、より革新的なライフ

スタイルをグローバルに展開できる高度で戦略的な知財マネジメントが求められる状況にある。

２．日本の危機、東日本大震災のショックと新たなチャンス

今年3月、未曾有の東日本大震災が発生した。地震、津波、原子力災害の複合災害による

①人的・物的被害と経済循環の寸断、

②電施設の損壊による電力制限、

③原子力発電の安全性の崩壊と放射線による風評被害 等

で日本社会・経済全体は大きな影響を受けた。

しかし、ピンチこそ大きな変革に向けたチャンスである。過去我が国は大きな危機に直面しても、

何度も乗り越えてきた経験と英知そして文化がある。例えば、「クールジャパン（素敵な日本）」

という言葉に代表されるように、日本人の美意識や優れた文化的伝統は、日本人が気付かないうち

に世界で多くの共感を大きな広がりを見せている。このように、特定の地域しかない価値をグロー

バルに高めていく必要がある。

３．グローバル・ネットワーク時代の知的財産戦略（知財イノベーション）

米国は1990年以降プロパテントに移行するとともに、諸外国と連携した新たなイノベーション戦

略の構築＝グローバル・イノベーション向けた知的財産制度改革を断行した。

一方、我が国は、バブル崩壊後の90 年代の失われた10 年間を取り戻すため。2003 年に知的財産

戦略本部を創設し、国家戦略としての知的財産戦略を推進するため、知財高裁の創設、特許審査官

の増員による迅速な特許処理、インターネット時代に対応する著作権法改正等の制度改革を実施し

てきた。

今後、一層のグローバル・ネットワーク時代に則した知的財産戦略を推進するため、的を絞った

知的財産推進計画を策定する必要がある。

Ⅰ．時代の大きな変化と知財イノベーションの必要性



6

Ｑ３：続けて、『知的財産推進計画2011』における「Ⅱ グローバル・ネットワーク時代の新たな挑戦を

支える４つの知的財産戦略」について、特に注力すべき内容について説明してくれませんか？

Ａ３：上図に示したように、グローバル・ネットワーク時代の新たな挑戦を支える知的財産戦略は、4

つの戦略で構成されています。それぞれについての概要は以下のとおりです。

１．国際標準化のステージアップ戦略

「知を使う知」の熾烈な競争が激化する中で、技術力で勝りながら事業で負ける状況を打破する

必要がある。そのためには、企業が外部との合従連衡による競争力を高める上で、国際標準化を活

用していくことが必須である。7つの国際標準化特定戦略分野における国際標準化戦略の着実な実行

と不断の検証を進め、国際標準化のステージアップを通じた競争力強化を目指していく。

２．知財イノベーション競争戦略

世界から優れた技術・人財を引き寄せ、我が国の潜在したイノベーションを活性化するには、イ

ノベーション・システムの中核となる知財システムを進化させ、グローバルに求心力のあるものと

していく必要がある。また、事業化・産業化に向けた知の活用が促進されるように、基盤整備に努

めることが重要である。

３．最先端デジタル・ネットワーク戦略

デジタル・ネットワークの深化・発展に伴って、電子書籍、クラウドなど新たなビジネスチャン

スが生起している。大災害などのクライシス・マネジメントにおいても非常に重要となる最先端の

デジタル・ネットワークを官民が迅速に戦略構築と基盤整備を推進しなければならない。

４．クールジャパン戦略

アジア諸国をはじめとする世界市場は成長の源泉であり、グローバルに通用する「クールジャパ

ン」を我が国の新たな経済成長の原動力としていかねばならない。このためには、地域に埋もれて

いる「知的資産」を発掘・創造し、グローバルに発信し、人気を拡大させていく好循環のサイクル

を確立するとともに、基盤整備を図っていくことが重要である。厳しい状況にある今だからこそ、

日本が再び立ち上がり、知的資産を活用して世界で輝けるよう、国内外への適切な情報発信を進め、

官民が一体となってクールジャパンを強力に推進していかねばならない。

Ｑ４：国際標準化のステージアップ戦略については、7分野で既に実施されているようですが、具体的

にどのような分野で実施されているのでしょうか？

Ａ４：今年 4月より、①先端医療(iPS 細胞、先端医療機器)、②水、③次世代自動車、④鉄道、⑤エネ

ルギーマネジメント(スマートグリッド、燃料電池、ＬＥＤ、蓄電池)、⑥コンテンツメディア(クラウド、

3Ｄ、デジタルサイネージ、次世代ブラウザ)、⑦ロボットの 7分野で既に国際標準化戦略を実施中です。

Ⅱ．グローバル・ネットワーク時代の新たな挑戦を支える４つの知的財産戦略  



7

Ｑ５：知財イノベーション競争戦略に対応して、全世界における近年の出願動向はどのような推移にな

っていますか？ 我が国の出願動向も併せて教えてもらえませんか？

Ａ５：下図に示すように、企業活動のグローバル化に伴い全世界の特許出願は増加傾向にあります。特

に海外への出願が大きくに増加しています。また、我が国も企業を中心に海外への出願を大幅に増大さ

せていることが分かります。

さらに、下図から分かるように、増加する我が国企業の海外出願の内、米欧以外への出願割合が増加

しており、生産拠点の広がりに合わせ、出願先は中韓はじめ、ＡＳＥＡＮ諸国やインドへ拡大している

傾向が顕著になっています。     
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Ｑ６：クールジャパンは非常に話題性のある内容で興味もありますが、知的財産の立場でから、より話

題性の高い事柄はありますか？

Ａ６：やはり、『自炊※』でないでしょうか。即ち、紙の書籍を裁断してスキャンし、自分で電子化す

る『自炊』が流行しています。この『自炊』が注目されているのは、本来個人がやるべきスキャン作業

を専門に代行する『自炊代行』を行うスキャン代行業者が現在約 100 社に急増しているともに、１冊 100

円程度で自炊代行サービスを提供しはじめたことにあり、様々な話題を呼んでいます。

Ｑ７：具体的にはどのような話題を呼んでいますか？

Ａ７：最近、作家や漫画家 122 人と出版 7社が、書籍を自ら電子化する『自炊』行為を代行する業者約

100 社に対して、作家側からの許諾なしに代行するのは著作権侵害の疑いもあるとして、質問書を送っ

たとのニュースがあります。発表内容によりますと、

①『自炊』は著作権法第 30条の「私的使用のための複製」にあたり認められること、

②しかし、専門業者による大規模な自炊代行は、使用者の複製には該当せず許されないこと

③多くの自炊代行業者がサイト上で「著作権者の許可を得た書籍のみ受け付ける」と定めている

が、作家側は許諾を与えたことは一切ないこと、

④所謂、私的使用を超えた電子データ流出の恐れがあること、

等を理由に、自炊代行は認めないとしています。即ち、著作権保護が施されていない電子データの

大量流出は、作家・漫画家・出版社への掲載的影響は深刻であるとの見解です。

Ｑ８：この代行花盛りの背景には、どのような原因があるのですか？

Ａ８：電子書籍用の新端末が次々と発売される一方で、電子書籍（コンテンツ）が不足している実態が

あるようです。この問題を解消するために、我が国の主要出版 20 社が電子書籍の市場拡大を目的とした

新会社をこの冬にも設立するとの情報もあります。

Ｑ９：この事例でもありますとおり、『知的財産推進計画 2011』にある 4 つの知的財産戦略を実行

していくには、大きな課題があるように思えますが・・。

Ａ９：はやり、地道な努力で一つ一つ解決して行く必要があるかと思います。

    

※自炊とは：基本的にある本を読みたい本人がその本の背表紙を取り除きバラバラにした後、スキャナーで１枚ずつ読み

込み、電子データ化する行為のことをいう。パソコン、ｉＰａｄ、電子書籍端末等で読めるようになる。 語源はＣＤ―

ＲＯＭ等のデータを「吸い出す」ことに由来する（「炊」は当て字）との説が有力である。

＊＊＊刊行物＊＊＊

知財部門ニュース 11 月号

＜55 号＞（通番 85 号、

2011 年 11 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

＊＊＊ 今月の表紙絵＊＊＊
栗は縄文人の大切な食糧でした。栄養価は抜群、美味しくて、保存が効く。さて栗
は穀物でしょうか、はたまた果物か野菜でしょうか？（中村宗和名誉教授より）

＊＊＊ 編集後記 ＊＊＊
今年もあとわずか。やり残したことはありませんか？ まだ間に合います、ラスト
スパートを・・・。

＊＊＊ 特許相談 ＊＊＊
相談員；佐々木茂雄（部門長・教授） TEL：0857-31-6000(直通)（又は内線 2765）
    山岸 大輔（副部門長・助教）TEL：0857-31-6094(直通)（又は内線 4072）
場 所；産学・地域連携推進機構 2F 知的財産管理運用部門
知的財産管理運用部門 E-mail アドレス； chizai@adm.tottori-u.ac.jp
FAX 専用； 0857-31-5474（又は内線 2771）
産学・地域連携推進機構 HP； http://www.cjrd.tottori-u.ac.jp/
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【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 16 日（金）13：30 より

   場 所: 鳥大医学部総合研究棟 4 階セミナー室

                

【鳥取地区】

  相談員：滝本智之弁理士

        （電気・機械関係他）

日 時：12 月 14 日（水）13：30 より

場 所：鳥取大学産学・地域連携機構 2 階会議室

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。

【注意】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で実施される場合も多いと思われます。
それらの発表内容には、成果として特許等に出願すべき研究内容が含まれている場合があります。
産学・地域連携推進機構知的財産管理運用部門においては『発表前に必ず特許出願をして頂く方針』を採っていま
すので、該当される方は是非、ご相談ください！！

今後の予定 【 1月】滝本弁理士・冨田弁理士 ともに 1/11（水）

【 2月】滝本弁理士 2/10（金） 冨田弁理士 2/13（月/米子地区）

【 3月】滝本弁理士・冨田弁理士 ともに 3/12（月）

【目  次】
12 月の特許相談会 ･･････････････････････････････････････････････････ 1
企業紹介 シリーズ第 21 回 － ㈱丸綜 － ･･･････････････････････ 2
鳥取県商工会議所連合会会長賞受賞 ･･･････････････････････ 3
中国地域さんさんコンソ事業報告 ･･･････････････････････････････････ 4～5
（上期連絡会・経営戦略講演会・新技術説明会）

アグリビジネス創出フェア 2011 ････････････････････････････････････ 6
卒論や修論に係わる特許案件は早めに出願を！ ･･･････････････････････ 7
利益相反セミナーを開催します！ ･･･････････････････････ 8

  産学・地域連携推進機構

知財部門ニュース
５７号
(通番 86号)

2011 年 12 月刊

題  材：ススキ

撮影場所：総合メディア基盤センター後方通路、

農学部側交差点付近
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株式会社 丸 綜

代表取締役 磯田克典

【会社紹介】

昭和 42 年 6月食品流通卸売業を起業。平成 7年 10月に㈱米子綜合食品開発商事と㈱米子丸綜を合併

し、㈱丸綜へ社名変更。さらに新社屋と冷温配送センター(冷凍・冷蔵庫・加工場)竣工し、本社を移

転(米子市淀江町佐陀 1284-1)する。

取扱商品として塩干魚、冷凍食品、日配品、海藻類、水産物加工品製造。

社長は 44 年を経て現在の丸綜グループの創業者として活躍してきた長年の経験を生かし、平成 22 年

10 月より、農工商連携促進ファンド事業『本マグロ日本一・境港発！マグロ魚醤油全国発信事業』に

携わり、秋田県の「しょっつる」、石川県の「いしり」等に負けない、「天然本マグロの内臓資源を

活用したマグロ魚醤油」の開発・製品化に食品開発研究所の指導を受けて乗り出す。

【特色】

丸綜の製品作りの基本となる姿勢は「すべて安心・安全」。地元・美保湾、境港沖でとれたシラスな

どの魚を新鮮なままに加工した「ちりめん、じゃこめしの素」などの商品に代表される様に、素材の

よさを生かしながらも、食べる方の健康を考え、加工はもちろん無添加、さらにちりめんに使用する

塩にも自然海塩を使うなど、こだわりの商品をご提供しています。

                                            

                           

                          

企業紹介 シリーズ第 21 回 －有限会社 丸綜 －

［会社概要］
商 号：株式会社 丸 綜
代表者：代表取締役 磯田克典

所在地：本社センター
〒689-3425  鳥取県米子市淀江町佐陀1284-1
[URL]    http://marso.sanin.jp/
[E-mail] marsoumu@yahoo.co.jp

従業員：42名（男性 23名・女性 19 名）

低温流通システム

流通過程における冷凍・冷蔵庫、加工場、倉庫、プラットホームに

最新の温度管理システムを導入。製品の鮮度をフレッシュに保ちます。
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鳥取県商工会議所連合会会長賞受賞

社団法人発明協会鳥取県支部主催の「第 53 回鳥取県発明くふう展（一般の部）」において、本学地域学部

3年生の田中 亜由子さんが「作品名：万能！出汁とり保存容器」を出展しました。審査の結果、同作品は

『鳥取県商工会議所連合会会長賞』を受賞し、11 月 13日(日)鳥取市さざんか会館で表彰されました。当該

発明くふう展では、昨年度本学工学部機械工学科 3年生の学生 3名が『鳥取県商工会議所連合会会長賞』

を受賞しており、2年連続の同一賞受賞の快挙を達成しました。

鳥取県発明協会主催の「鳥取県発明くふう展」に出品した作品は、本年度の鳥取大学知的財産インターン

シップ実習の一環として、毎年夏休みの時期（8月）に合わせて実施しました鳥取大学における発明実習の

中から生まれました。

この発明実習を指導しました本学の客員教授である滝本特許事務所の滝本智之先生（弁理士）から

田中 亜由子さんへ以下のコメントがありましたので、紹介します。

『この度は、発明くふう展で立派な賞をいただいたとのこと、
おめでとうございます。女性ならでの気付きから、知恵をしぼ
り試作品まで完成された努力が評価されたものと思います。こ
の一連の経験が、あなたに更に飛躍するきっかけとなりますよ
う期待しています。』

鳥取県商工会議所連合会会長賞

作品名「万能！出汁とり保存容器」

  この作品は、昆布や鰹節、煮汁などの出汁素材から、天然の出汁を取る際に、取った出汁を保存する容器を提

供する。本体容器は、耐熱性材料で作られ、蓋部と接続され、濾し網部が本体容器の中に入っている。本体部分

の側面は持ちやすくするため、丸みのおびた凹凸状の構造にし、分量を知るためのメモリを付けている。蓋部の

注ぎ口の形状は先端に行くにつれて狭小にするので出汁が注ぎやすい。使用方法は、内側に濾し網を装着させた

本体容器に、鍋で出した出汁を注ぐ。この際、本体部が耐熱容器であるため、出汁が熱い状態のまま使用でき、

濾し網により、取れた出汁の出汁素材である鰹節などが濾せる。一度多めに取った出汁を保存しておくと料理に

すばやく使え、また料理で余ったものを捨ててしまわず使用できるため経済的である。また、保存機能だけでな

く、内部の濾し網を装着させることで、次のように容器の中で出汁を水だしできる。注ぎ口のついた蓋をとり、

中の濾し網に出汁素材を入れ、水を注ぎ放置する。

   

【評】日常生活の中で不便さや「もったいない」と感じる点に注目し、身の回りで入手できる材料を

活用した点、従来技術調査までして特許出願まで徹底した点、を評価しました。

                   製作者 田中亜由子 鳥取市

内容を
下に記載
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『平成 23 年度上期中国地域産学官連携コンソーシアム連絡会議』

平成 23 年 11 月 10 日（木）、ホテルグランヴィア広島において、「平成 23 年度上期中国地域産学官連携コン

ソーシアム連絡会議」を開催しました。開会に際しては、この 11 月に岡山大学の理事（研究担当）・副学長に

着任されました山本進一先生から挨拶がなされました。

会議では事務局から、平成 23年度上期事業報告、第 6回外部評価委員会報告、平成 23年度下期以降事業計画、

事業終了後の自立化と将来展望、について説明がなされました。

CPAS Net 運用方法の見直しや、文部科学省の支援終了後の自立化形態等について、コンソーシアムの正会員・

特別会員から様々な意見が出されました。また、正会員からは、文部科学省支援終了後もコンソーシアムを継続

して欲しいとの意見がありました。質疑応答を経て、平成 23年度下期以降事業計画が承認されました。

『第 8 回 経営戦略講演会』

平成 23 年 11 月 11 日（金）、メルパルク OKAYAMA（岡山市）において、

さんさんコンソが主催する、「第 8回経営戦略講演会」を開催しました。

今回は、NPO 法人バイオマス産業社会ネットワークの泊みゆき理事長を

講師としてお迎えし、「FIT 法の成立と地域のバイオマス利用」と題し

て、平成 24 年 7月 1日より施行される「電気事業者による再生可能エ

ネルギー電気の調達に関する特別措置法（FIT 法）」に焦点を当て、現

在、さんさんコンソが取り組んでいる「森林系バイオマスの活用による

地域活性化」の可能性や、事業実施における留意点などに付いてご講演

頂きました。講演では、森林系バイオマスの活用に関連する方々を始め、

150 名以上の聴講者が参集し、質疑応答でも活発な討論がなされました。

なお、今回の経営戦略講演会は「中四国環境ビジネスネット（B-net）フォーラム 2011」との合同開催であり、

当日はその他に、「持続可能な循環型のエネルギー社会への大転換」と題して、NPO 法人環境エネルギー政策研

究所の松原弘直理事・主席研究員から基調講演がなされました。また、企業・大学のポスターセッション、プレ

ゼンテーションが行われ、さんさんコンソでも事業内容や最近の取り組みについて紹介しました。

      

報告１

報告 2

【講師：泊みゆき氏】

【講演の様子】 【ポスターセッションの様子】【コンソ紹介ポスター】
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『中国地域さんさんコンソ 新技術説明会』

平成 23 年 11 月 25 日（金）、科学技術振興機構・JSTホール（東京・市ヶ谷）において、「中国地域さ

んさんコンソ 新技術説明会」を開催しました。

本イベントは、「中国地域産学官連携コンソーシアム（さんさんコンソ）」正会員である大学・高専等

が、未公開特許を中心とした技術シーズを発表したものです。今回は、東日本大震災復興支援を目的とし

て、「資源循環活用、省エネ・新エネ、電気、情報、防災」をテーマとした新技術を発表しました。

鳥取大学からは、工学研究科 西村 強 教授と、李 仕剛 教授の 2名が発表しました。

当日は、関係者・スタッフを除き、企業の方を中心とした 70 名の方に来場いただきました。また、各新

技術のほか、さんさんコンソの最近の取り組みについても事務局長である岡山大学・渡邊裕教授から紹介

しました。

なお、当日の発表資料は後日 JST のホームページにて公開されますので、興味のある方はご参照下さい。

【ホームページ】 http://jstshingi.jp/sansan/2011/

【鳥取大学発表テーマ】

①発表時間 13:30～14:00 ＜防災＞

タイトル：落石衝突の DEM モデルと 3次元軌跡シミュレーション

発表者：鳥取大学 大学院工学研究科 社会基盤工学専攻 教授 西村 強

②発表時間 14:00～14:30 ＜情報・防災＞

タイトル：全天周画像のフォーマットと特徴抽出

発表者：鳥取大学 大学院工学研究科

      情報エレクトロニクス専攻 教授 李 仕剛

報告 3

西村強教授 李仕剛教授
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農学系技術シーズのビジネスマッチングをサポートするアグリ

ビジネス創出フェア 2011（千葉幕張メッセ、11 月 30 日～12 月

2 日）に「殺菌剤・殺虫剤に依存しない安全な病害虫の防除と廃

棄物の再利用および減量化」と題して、農学部の尾谷教授と中

島教授のシーズ発表を行い、今後の共同開発に向けたマッチン

グを行いました。また、農学系知的財産の実用化事例として、

カニの甲羅から抽出したＮアセチルグルコサミンを含む化粧品

「ほほうるる」（（株）シャルビー）の紹介を行い、多くの来

場者がブースに立寄りました。

＜出展内容＞

題名①「食用キノコの廃菌床を用いた植物の全身的防御システムの発言による病害の防除」

                               尾谷 浩教授

食用キノコの収穫後の培地（菌床）は廃棄物として大量に処分される。この廃菌床の成分を

植物に処理すると、防御システムが発現し、病害の発生が顕著に抑制される。廃菌床を利用

した環境に優しい病害防除について、廃菌床、廃菌床成分、病害抑制植物を展示紹介する。

題名②「エンドファイトの生産する斑点米カメムシ忌避物質」   中島 廣光教授

カメムシの吸汁によって生じる斑点米が農業上問題となっている。エノコログサの内生菌

（エンドファイト）が斑点米カメムシに対する忌避物質を生産することを見出したので、そ

の化学構造を明らかにした。エンドファイト、忌避物質、忌避活性検定装置を展示紹介する。
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年度末が近づきました

卒論や修論に係わる特許案件は早めに出願を！
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。

びっくりです！原則３０条規定を使わないようにお願いしてきたにもかかわらず、その利用比率が
増加しています（下図を参照して下さい）

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）

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、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。

例外規定 を 受け た特許 は 権利 が 弱い 。

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。

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

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

何 か 不明 な点 があ れば 、 今 すぐ 知的 財産 管 理運 用部 門へ 連絡 を !! 

注意１

注意２

注意３
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利益相反セミナーを開催します

産学連携活動を推進する際に生じる「利益相反」について、弁護士・弁理士としてその実状・

マネジメント方策に精通している講師をお招きして、利益相反事例及びマネジメントの在り方に

ついて講演を開催することになりました。特に、利益相反マネジメントに係わる本学役職員、産

学連携に携わる教職員の方々のご出席をお待ちします。

日 時 平成 23年 12 月 19 日（月）15：00～16：30

会 場 産学・地域連携推進機構 研修室（米子地区 TV会議）

対象者 関係役員、部局長等、産学・連携推進機構教員･ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ、関係教職員

セミナー次第

［司会（モデレーター）：菅原機構長］

１．開会の挨拶（15:00～15:05）井藤 研究・米子地区担当理事

２．基調講演  （15:05～15:45）講師：松本 好史 氏

  【演題】大学の利益相反に関するマネジメントの在り方について

  ３．本学の状況報告(15:45～16:00) 佐々木利益相反アドバイザー

４．質疑応答・意見交換 （16:00～16:25）

５．まとめ （16:25～16:30）

○講師紹介

弁護士法人三宅法律事務所  弁護士・弁理士

   [経歴]1983 年 東京大学法学部卒業

1986 年 司法試験合格

1989 年 司法修習修了(41 期)、

弁護士登録(大阪弁護士会)

1997 年 弁理士登録

＊＊＊ 編集後記 ＊＊＊

いよいよ師走です。振り返るのはまだ早いですが、良くも
悪くも「あっちゅー間」の 1年間でした。
寒さも日に日に増し、風邪ひきさんも多くなりました。
体調に気を付け、年末の繁忙期を乗り切り、平成 24年の
新年を迎えましょう。

年末・年始の休業日は 12 月 29日（木）～平成 24年 1月 3日（火）です。

＊＊＊ 特許等の相談 ＊＊＊
相談員；佐々木茂雄（部門長・教授） TEL：0857-31-6000(直通)（又は内線 2765）
    山岸 大輔（副部門長・助教）TEL：0857-31-6094(直通)（又は内線 4072）
場 所；産学・地域連携推進機構 2F 知的財産管理運用部門
知的財産管理運用部門 E-mail アドレス； chizai@adm.tottori-u.ac.jp
FAX 専用； 0857-31-5474（又は内線 2771）
産学・地域連携推進機構 HP； http://www.cjrd.tottori-u.ac.jp/

＊＊＊刊行物＊＊＊

知財部門ニュース 12月号

＜57 号＞（通番 86 号、

2011 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

もうすぐ
ゴール

準備ＯＫ



1

【鳥取地区】

相談員：冨田憲史弁理士

         （医獣・バイオ関係他）

日 時：1 月 11 日（水）13：30 より

場 所: 鳥大産学・地域連携機構 1 階 技術相談室

                

【鳥取地区】

  相談員：滝本智之弁理士

        （電気・機械関係他）

日 時：1 月 11 日（水）13：30 より

場 所：鳥大産学・地域連携機構 2 階 会議室

１月の特許相談会

※今月は鳥取地区で同時開催です。相談をご希望の方は予約をお願いします。

【注意】今月は特に次の項目に該当される方をお待ちしています。
１）出願予定の研究を卒論等で発表される場合

本学では『卒論の発表前には必ず特許出願をして頂く方針』を採っています。
出願を希望する場合は、ぜひ発表前の特許相談会をご利用ください。

２）平成 23 年度中の特許出願を希望する場合
今年度中の特許出願は１月の発明審査委員会（１月20 日予定）で決定します。
発明届出書の提出前に特許相談をお勧めします。

今後の予定 【 2 月】滝本弁理士 2/9（木/変更しました） 冨田弁理士 2/13（月/米子地区）

【 3 月】滝本弁理士・冨田弁理士 ともに 3/12（月）

【目  次】
1 月の特許相談会 ････････････････････････････････････････････････ 1
企業紹介 シリーズ第 22 回 － ㈱鳥取再資源化研究所 － ･････････ 2
オープンイノベーション講演会のお知らせ ･･･････････････････････ 3
産学連携学会 関西・中四国支部第 3 回研究・事例発表会報告････････････ 4
中国四国地域アグリビジネス創出フェア 2011報告 ･･･････････････････ 4
コンピュータソフトウエア著作権セミナー開催報告 ･･･････････････････ 4
利益相反セミナー開催報告 ･･･････････････････････････････････ 5
2011 年を回顧すれば・・・ ･･･････････････････････････････････････ 6～7
年頭挨拶 ･･････････････････････････････････････････････････ 8

  産学・地域連携推進機構

知財部門ニュース
５８号
(通番 87号)

2012 年 1 月刊

題  材：松

撮影場所：正門前通路から地域学部・附属芸術

文化センターを眺める
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株式会社鳥取再資源化研究所

                            代表取締役 竹内 義章

[会社紹介]

平成１３年１２月設立後、翌平成１４年５月２５日現在地にて操業開始。

北栄町をはじめとする中部ふるさと広域連合の 1市 4町から排出される、廃ガラス瓶の再商品化

を行っています。工場は、地元の保育園・幼稚園・小学校・婦人会などの見学を始め、環境教育

の実践場として利用いただいております。

[特色]

商品開発には、安全・安心の製品を心がけ

「鳥取県グリーン製品」の認定を取得。又、

鳥取大学並びに鳥取県と研究開発を進めた

結果、特許取得、及び特許申請中などの成

果も現れています。又鳥取大学乾燥地研究

センターと共同でアフリカのモーリタニア

共和国・ケニア共和国などの乾燥地で、野

菜栽培実証試験を行い予想をはるかに上回

る結果が出ました。

現在は、超節水型野菜栽培が可能な「ポーラスシステム」・アオコ、赤潮対策の「リン酸イオ

ン吸着材」・水質浄化材・家畜臭などの「悪臭対策システム」・透水、保水舗装材・防草ジャリ

などが主な製品となっていますが、今後更に研究開発を進めながら、鳥取発の循環型社会システ

ムのモデルを目指してまいります。

[会社概要]

社 名：株式会社 鳥取再資源化研究所

代表者：代表取締役 竹内 義章

所在地：鳥取県東伯郡北栄町東園５８３

[URL]：http://www.t-rrl.jp/

電話番号 0858-49-6230

FAX     0858-49-6288

企業紹介 シリーズ第 22 回 －㈱ 鳥取再資源化研究所 －

(モーリタニア トマト栽培)

(瓶からポーラスアルファへ)
(リン吸着材)

(本社 社屋)
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産学連携学会 関西・中四国支部
第 3回研究・事例発表会

産学連携学会関西・中四国支部主催による「第 3回研究・事例発表会」が、和歌山大学「ま

ちかどサテライト（和歌山市）」で 12月 9日（金）に開催されました。発表件数が 18件、参

加者は 46名と大変盛況な発表会となりました。発表内容も、セクション毎に、①産学連携活動

の事例紹介＆解析、②人材育成のあり方、③効率的な広報について、④知財関係を主体に、発

表されました。本学からも以下に示す 3件の発表が行われ、夫々の発表に対して活発な質疑応

答が行われました。

１．発表会 日程，開催場所

月日：平成 23 年 12月 9 日（金）   場所：和歌山大学「まちかどサテライト」

２. 鳥取大学発表者 （発表時間：12分，質疑：3分 合計15分／件）

☆セッション 1 （産学連携の実例－1）

[発表者] 田中 俊行   [題目] 産学連携による米子ものづくり道場の創設と活動の歩み

☆ セッション 5 （知財関係）

[発表者] 佐々木茂雄 [題目] 広報誌による知的財産啓発・ＰＲ活動の取組み

[発表者] 山岸 大輔 [題目] 中国高等教育機関における知的財産に対する取組み

ジャムをつくろう（寿製菓㈱ 木村英人）

             予稿集より抜粋

報告
  ４件
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中国四国地域アグリビジネス創出フェア 2011

平成 23 年 12 月 16 日（金）、（特非）中国四国農林水産・食

品先進技術研究会および農林水産省主催による「中国四国地域

アグリビジネス創出フェア 2011」が開催されました。これは、

中国四国地域を中心とした企業・大学等が行ってきた農林水

産・食品分野の研究・製品開発、事業化や技術移転、販売ルー

トの開拓などについての情報発信と交流を行い、ビジネスチャ

ンスの増大などを図り、地域活性化に資することを目的として

開催されたものです。中国地域産学官連携コンソーシアムや鳥

取大学農学部からも、それぞれブースを出展し、多くの来場者

と交流を深めました。

コンピュータソフトウェア著作権セミナー

平成 23 年 12 月 13 日、鳥取大学広報センターにおいて、「コ

ンピュータソフトウェア著作権セミナー」を開催しました。本

セミナーは、中国地域産学官連携コンソーシアム、産学・地域

連携推進機構、鳥取県が主催として、「コンピュータソフトウ

ェア（プログラム）開発における注意点 ～オープンソースソ

フトウェア等の取扱いなど～」をテーマとして開催しました。

セミナーでは、社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会

事業統括部 法務担当マネージャー 中川 文憲氏に、「著作権

の基礎とプログラムの開発」と題してご講演いただきました。

当日は、スタッフを除いて、33 名が聴講し、企業・一般からも多くご参加いただきました。質疑応答

においては、具体的事例に基づいた質問が多くなされ、非常に関心を集めました。

利益相反セミナー

産学連携活動を推進する際に生じる「利益相反」について、

弁護士・弁理士としてその実状・マネジメント方策に精通して

いる講師として、（弁）三宅法律事務所の松本好史弁護士・弁

理士 をお招きして、利益相反セミナーを 12月 19日（月）[会

場：産学・地域連携推進機構 研修室（米子地区 TV 会議）]に

開催しました。

今回は、特に利益相反マネジメントに係わる本学役職員、産

学連携を業務とする教職員を対象に実施され、活発な意見交換

が行われました。

［司会（モデレーター）：菅原機構長］

１．開会の挨拶（15:00～15:05）井藤 研究・米子地区担当理事

２．基調講演  （15:05～15:45）講師：松本 好史 氏

   【演題】大学の利益相反に関するマネジメントの在り方について

  ３．本学の状況報告(15:45～16:00) 佐々木利益相反アドバイザー
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外部資金獲得

・ 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」が文部科学省イノベーションシス

テム整備事業「大学等産学官連携自立化促進プログラム（機能強化支援型）として継続稼働。

  （H20.6 月採択当初は文部科学省「産学官連携戦略展開事業（戦略展開プログラム）

・三菱電機グループ会社との共同研究が拡大。

・独立行政法人科学技術振興機構「科学技術コモンズ」における委託研究費 1件

・   同 「知財活用促進ハイウエイ」における委託研究費 3件

セミナー等の開催・参加

・「平成 22 年度技術移転に係わる目利き人材育成研修会」（独立行政法人科学技術振興機構主催、本機構

及び中国地域産学官連携コンソーシアム（さんさんコンソ）実施 開催（2月/県民ふれあい会館）

・「第 5回経営戦略のできる人材育成のための経営戦略講演会」(さんさんコンソ主催)開催(2 月/岡山大学）

・本機構主催「コーディネーターの連携による山陰地域活性化の道筋～産学官連携を実効あるものにする

ために～」を実施（3月/ホテルニューオータニ鳥取）

・「第 6回経営戦略のできる人材育成のための経営戦略講演会」(さんさんコンソ主催)開催(6 月/岡山大学）

・「第 8回経営戦略のできる人材育成のための経営戦略講演会」(さんさんコンソ主催)開催(11 月/岡山大学）

・「コンピュータソフトウェア著作権セミナー」(本機構・鳥取県・さんさんコンソ主催)開催(12月/鳥取大学）

・「利益相反セミナー」(本機構主催)開催(12 月/鳥取大学）

イベント等の開催・参加

・「山陰発技術シーズ発表会 in 島根」で発表 1件（3月/島根県松江市）

・「山陰（鳥取・島根）発新技術説明会」で発表 4件（7月/東京都千代田区）

・「キャンパス・イノベーションセンター東京新技術説明会」で発表 2件（7月/東京都港区）

・「とっとり産業フェスティバル 2011」同時開催「山陰発技術シーズ発表会 in とっとり」で

発表 3件（8月/鳥取市）

・「イノベーション・ジャパン 2010」で発表 1件（9月/東京都千代田区）

・「中国地域さんさんコンソ新技術説明会」(さんさんコンソ主催)開催(11 月/東京都千代田区）

・「バイオアカデミックフォーラム」で技術シーズ 3件を発表（6・7月/東京都千代田区）

・「アグリビジネス創出フェア2010」でポスター及び商品展示 2件（11 月/千葉県千葉市）

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

こんなことや・・・

あんなことも・・・
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知財権利の活用・ライセンス支援

・科学技術振興機構（JST）「科学技術コモンズ」との連携。

・科学技術振興機構（JST）「知財ハイウエイ」との連携。

・ライフサイエンス分野における知的財産戦略ネットワーク㈱との連携

・特許・ノウハウ・ライセンス契約交渉支援他（通年）

各賞受賞

・知的財産インターンシップの参加学生が、第 53回鳥取県発明くふう展において

「鳥取県商工会議所連合会会長賞」を受賞（11 月/地域学部学生）

知財教育

・産業科学特別講義「産業科学と知的財産」を実施（佐々木茂雄/4 月）

・前期主要科目「技術と知的財産」受講生 9名（佐々木/4～8 月）

・ものづくり実践プロジェクトで工学部生物応用専攻21 名を対象に講義（佐々木/4 月）

・ものづくり実践プロジェクトで工学部機械専攻 6名を対象に講義（佐々木/5 月）

・ものづくり実践プロジェクトで工学部社会開発専攻12 名を対象に講義（佐々木/5 月）

・地域学部地域環境学ゼミの「知的財産（権）について」の講義実施（佐々木/5 月）

・鳥取環境大学講義「知的財産について」実施（佐々木/5 月）

・産業科学特別講義「発明から特許発明へ」を実施(冨田憲史客員教授・弁理士/5 月）

・産業科学特別講義「研究開発者と特許」を実施（滝本智之客員教授・弁理士/6 月）

・産業科学特別講義「産業構造と知財活用」を実施（山岸/7 月）

・知的財産インターンシップ実習 実習生 3名（加藤・山岸/8～9 月）

・ものづくり実践プロジェクト講義を工学部知能情報学科学生向けに講義（佐々木/10 月）

・中核人材育成「イノベーション論」講義。テーマ「イノベ－ションと知的財産」について大学院生に向

け開講（佐々木/10 月）

・鳥取大学ＭＯＴイノベーションスクール「知的財産マネジメント論」（佐々木/11月）

知財研究

・「産学官連携学会第 9回大会」で産学連携に関する口頭発表 2件を実施（6月/佐賀県佐賀市）

・「産学官連携学会 関西・中四国支部 第 3回研究・事例発表会」で口頭発表 2件を実施(12 月/和歌山県

和歌山市)

いろいろお世話に
なりました
  

知財部門一同
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      年頭のご挨拶

  

＊＊＊ 編集後記 ＊＊＊

２０１２年の幕開けです。昨年３月の大震災を教訓である「絆」を大切
に、是非この新しい年を『辰』のごとく飛躍したいと思います。

＊＊＊ 特許等の相談 ＊＊＊

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

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

場 所；産学・地域連携推進機構 2F 知的財産管理運用部門

知的財産管理運用部門 E-mail アドレス； chizai@adm.tottori-u.ac.jp

FAX 専用； 0857-31-5474（又は内線 2771）

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

＊＊＊刊行物＊＊＊

知財部門ニュース 1月号

＜58 号＞（通番 87 号、

2012 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

明けましておめでとうございます。

より一層知財活用の推進を目指して

努力していく所存です。

本年もよろしくお願い申しあげます。

山 岸

昨年は大変お世話にな

りました。本年も一層の

ご指導を賜りますよう

お願いいたします。  

太 田

今年も頑張ってい

きます。よろしく

お願い致します。

矢 部

明けましておめでとうございます。

本年も精一杯頑張って参りますの

でよろしくお願いいたします。

           加 藤

旧年中はお世話になりました。本年もよろし

くお願い致します。この３月で定年退職とな

りますが、それまで精一杯務めます。

                  佐々木



1

【鳥取地区】

相談員：冨田憲史弁理士

         （医獣・バイオ関係他）

  日 時：2 月 13 日（月）13：30 より

  場 所: 鳥大医学部 総合研究棟４階 セミナー室

                

【鳥取地区】

  相談員：滝本智之弁理士

        （電気・機械関係他）

日 時：2 月 9 日（木）13：30 より

場 所：鳥大産学・地域連携機構 2 階 会議室

２月の特許相談会

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

【注意】今月は特に次の項目に該当される方をお待ちしています。
１）出願予定の研究を卒論等で発表される場合

本学では『卒論の発表前には必ず特許出願をして頂く方針』を採っています。
出願を希望する場合は、ぜひ発表前の特許相談会をご利用ください。

２）平成 23 年度中の特許出願を希望する場合
発明届出書の提出前に特許相談をお勧めします。

【目  次】
2 月の特許相談会 ････････････････････････････････････････････････ 1
企業紹介 シリーズ第 23 回 － ㈱ＡＳＳ － ････････････････････ 2
バイオフロンティアシンポジウム＆ 第 9 回経営戦略講演会のお知らせ ･･ 3
オープンイノベーション講演会報告･･･････････････････････････････････ 4
産学・地域連携推進機構 知財部門ニュースについて･････････････････････ 5～8

  産学・地域連携推進機構

知財部門ニュース
５９号
(通番 88号)

2012 年 2 月刊

被写体：チャールズ・ロイヤル・ヨット模型

撮 影：中村宗和名誉教授
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企業紹介 シリーズ第２３回   －ＡＳＳ株式会社―

                 ＡＳＳ（アグリ・サポート・システム）株式会社

                      代表取締役 秋 口 政 俊

【会社紹介】

平成２１年４月、人と環境に優しい未来型農法「砂栽培による省資源・環境保全型植物栽培シ

ステム」の普及と、生産者支援システム構築による農業活性化を目的として設立。

農業法人（特定法人）の認可を受け、同年７月より烏取市内１５アールの圃場でハウス内での

高床式砂栽培の実証事業を開始しました。

平成２３年には、鳥取大学乾燥地研究センター井上光弘教授と共同研究を開始。同センター内

のハウスに多段式ラック設置し、多孔質ゴム管を使用した地中灌漑法、鳥取県産発泡ガラス等を

用いた培地の研究、野菜栽培技術の研究開発に取り組んでいます。

【特色】

今、日本の食糧自給率は４０％にまで低下しています。農家戸数と生産者人口の減少、高齢化

と後継者不足、さらには地球温暖化に起因する大雨、猛暑、大雪等恒常化する異常気象により野

菜の生産量は年々減少しています。

一方では、景気の長期低迷により中小企業の業績は悪化し、

空き店舗、空き工場等が増加しており、また雇用状況も悪化

しています。

こうした中、安心・安全な野菜が安定的に生産出来る「植

物工場」が注目されていますが、従来の「植物工場」は多額

の初期投資と高額のランニングコストが必要で、農家や中小

企業が参入することは非常に困難です。

弊社は、安い初期投資、低ランニング、軽労働、省労力で

安心・安全な野菜を安定的に生産出来る、人と環境に優しい設備と生産技術を提供することによ

り、農業の活性化と野菜生産による中小企業の経営基盤の確立、雇用の拡大に貢献して参ります。

さらには、人工光（ＬＥＤ）のよる屋内生産システム、自動育苗システム、省エネ砂床暖房シ

ステムの技術開発により、生産効率のアップ、省力化に取り組んでいます。

【会社概要】

社 名：ＡＳＳ株式会社

代表者：代表取締役 秋口政俊

所在地：烏取市南吉方１丁目

１１４－３

    エステートビル ３Ｆ

電 話：0857-50-0251

ＦＡＸ：0857-50-0252                  家庭用ミニ菜園 多段式砂床ベッドでの栽培
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『バイオフロンティアシンポジウム
＆ 第９回経営戦略講演会』 のご案内

≪テーマ≫ 地域経済活性化を目指したバイオビジネスと今後の戦略

●開催日：平成 24年 3月 6日（火）13：20～17：15

●場 所：米子コンベンションセンター BiG SHiP 第 7会議室

●対 象：企業、一般、学生、各支援機関

●定 員：100 名 （参加無料）

●内 容：医薬・バイオ分野におけるベンチャー企業経営に関して優れた実績を有する

経営者らを招き、地域経済活性化を目指したバイオビジネスと今後の戦略につ

いて講演いただくと共に、パネルディスカッションを実施します。

●プログラム（予定）：

講演① 株式会社エヌビィー健康研究所 代表取締役 髙山 喜好 氏

講演② ヒュービットジェノミクス株式会社 代表取締役社長 一圓 剛 氏

講演③ 特定非営利活動法人バイオチップコンソーシアム 事務局長 中江 裕樹 氏

パネルディスカッション

［パネラー］

○コーディネーター：鳥取大学染色体工学研究センター センター長 押村 光雄 氏

○講師 3名

○株式会社アスコルバイオ研究所 代表取締役社長 山本 格 氏（岡山大学名誉教授）

○鳥取県商工労働部 筆頭総室長兼産業振興総室長 岡村 整諮 氏

※終了後、講演者を交えての情報交換会を予定しています

（場所：ホテルハーベストイン米子、会費：4000 円）

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
主 催：鳥取大学 産学・地域連携推進機構、財団法人鳥取県産業振興機構、

財団法人鳥取バイオサイエンス振興会、中国地域産学官連携コンソーシアム（さんさんコンソ）
     ※本イベントは、文部科学省 イノベーションシステム整備事業大学等産学官連携自立化促進    

プログラム【機能強化支援型】及び【コーディネーター支援型】の事業の一環として実施します。

参加申込先：（財）鳥取県産業振興機構 バイオフロンティア推進室（担当：新田）

電話：(0859)37-5131

FAX：(0859)37-5132

E-mail： mnitta@toriton.or.jp

（参加を希望される方は、上記申込先まで、氏名・所属・連絡先をご連絡ください。）

[補足]本学産学・地域連携推進機構の問合先

  担当者 加藤優 産学官連携プロデューサー（知的財産管理運用部門）
電話：(0857)31-5703（内 2708）
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1 月 19日、三菱電機株式会社の上席常務執行役開発本部長である堤和彦氏による講演会

が開催されました。堤氏からは、三菱電機の最新技術による商品や、人工衛星等の次世代

宇宙ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ、大学等との連携によって研究開発を進めるオープンイノベーションについ

て、最新情報を中心に講演されました。当日、講演会には教職員や学生など 260 名の参加

者が聴講し、熱気のあふれる会場となりました。最後に堤氏は自身の体験から、研究者と

して多くの人の支援を受けながら技術開発を成功させてきたことを紹介し、特にコミュニ

ケーションの重要性について述べていました。また、講演の中での動画や配布された資料

からも三菱電機の目指している事業開発戦略も知ることができた講演会でした。

（写真は当日の三菱電機配布資料から抜粋）

講師：三菱電機㈱

    常務執行役・開発本部長

      堤 和彦 氏

題名：三菱電機の研究開発

会場（工学部大学院棟大講義室）の様子

開会挨拶：
井藤久雄（研究担当，米子地区担当）理事・副学長
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産学・地域連携推進機構

知財部門ニュースついて
産学・地域連携推進機構では、毎月「知財部門ニュース」を発刊しています。その内容について、

各方面からの問い合わせもありますので、Ｑ＆Ａの形でご紹介致します。

Ｑ１．最近、産学・地域連携推進機構のホームページで「知財部門ニュース」を見ました。

相当以前から発刊されていたようですが、その発刊の経緯を教えて下さい。

Ａ１．平成 16 年 4 月の国立大学法人化に伴い、同年 6 月に設立された鳥取大学知的財産センターが本

学の知的財産に関する情報を広く知ってもらうために、広報誌を発行しようと考えたことが発端

となっています。即ち、広報活動の主目的を、(1)本学の教職員・学生への知的財産に関する知識・

意識の向上 、(2)企業への本学における知的財産権活用の推進 とおき、具体的な活動方針として、

(1)中・長期計画および年度計画に基づく知的財産の情報発信を行うこと、

(2)知的財産の情報発信手段として知的財産部門ＨＰや広報誌を開設し 継続的に発行すること、

(3)発信するＨＰや発行する広報誌を通じて産学官連携及び知的財産関連情報の共有化を図る

こととして、平成 16年 8 月に広報誌「鳥大知財ニュース」を第 1 号として発刊しました。

因みに、平成 19年 4 月に、知的財産センターから産学・地域連携推進機構の知的財産管理運用部

門に組織改編が行われ、名称も「知財部門ニュース」に変わりましたが、平成 24 年 1 月号までに

87 刊が発刊されています（「知財部門ニュース」としては 58 刊の発刊となります）。

        

Ｑ２．それでは第 1 号を発刊してから 7 年間以上となりますが、その間で何か方針上での変更

等はありましたか？

Ａ２．そうですね、やはり一番大きな変更点は、(Ａ１にも記載しましたが)この広報誌の目的である

「(1)本学の教職員・学生への知的財産に関する知識・意識の向上」に重点を置くか 、あるいは

「(2)企業への本学における知的財産権活用の推進」に置くかにあると思います。

具体的には、①平成 19 年度 4 月からの本学の組織改編に伴う「知的財産活用の強化」と、②岡山

大学と本学が応募した「中国地域産学官連携コンソーシアム事業」が採択され、平成20 年 6 月か

ら知的財産活用活動が本格的となり、本学における広報活動としても「知的財産の知識向上から

活用への強化」に重点をシフトしたことではないかと思われます。事実、その重点シフトされて

いる状況を把握しています。
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Ｑ３．そのような広報誌の重点シフトの状況はどうのように確認しましたか？

Ａ３．発刊当初から昨年 9 月までの当該広報誌の記載内容の分析してみました。その分析の仕方を下

表に示します。大分類における①が知的財産の知識向上、②③が知的財産の活用に対応します。

調査対象は、編集後記等の記載分部を除き、全部で 600 ページ弱となります。また、記載された

内容をそのページ毎に中分類別にカウントしました。

広報誌の記載内容の分析

（1）分類方法：下表のとおりに記載内容を分類

大分類 中分類（記載内容）

①学生教育・教員への情宣
挨拶・巻頭言(学内)、セミナー開催、授業、

知財Ｑ＆Ａ、お知らせ

②研究・成果発表 特許相談、中・長期計画＆年度計画、知財実績

③社会貢献・産学官連携 企業紹介、巻頭言(学外)、新技術説明会等の技術内容

（2）調査対象ページ数：596 ページ

（3）記載量の算出方法：記載内容をボリュームでカウント

調査した結果の事例として、大分類毎の年度別記載動向、及び大分類③「社会貢献・産学官連携で

の内容比較を以下に紹介します。
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また、その他のデータの分析結果も含め、広報誌に関しての評価分析結果を以下にまとめてみました。

広報誌に関する評価分析

①配布・配信状況

【印刷物】・本学研究評議会や産学連携推進会議をはじめ、その他学内外の会議等

に毎月 400 部程度配布

・鳥取県内知的財産関係部署や関係機関に配布および鳥取県立図書館の

郷土資料として毎月配架

・各種イベント等に適宜配布

【WEB 上】①鳥取大学および産学・地域連携推進機構ＨＰに毎月掲載

②活用実態

・各種会議資料や説明資料として活用

・参考資料および県内外企業の職員研修資料として活用

・論文や学会等の引用文献として活用

評価分析結果

・中長期計画や年度計画に沿った広報活動が実施していることを実証

・学生教育、教職員への啓発活動および研究活動へ貢献していることを確認

・広報誌がライセンス等の知的財産活用に直接結びついているか否かは不明
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以上の結果から、以下のことが言えます。

  (1)『企業への知的財産権活用の推進等』に大きく方針をシフトした平成 20年度以降では「①学

生教育・教員への情宣」の記載が減少し、「②研究・成果発表」と「③社会貢献・産学官連携」

が増加しています。即ち、年度計画に沿った広報活動が実施していることが実証されました。

(2)また『企業への知的財産権活用の推進等』に重心を移した広報活動強化策が、ライセンス等の知

的財産活用に直接結びついているか否かの評価は明確ではないことも判明しました。

Ｑ４．なるほど・・・。ところで、広報誌の活用実態としては様々なケースがあるようですね。

Ａ４．そうですね。当該広報誌については、

①学内外を問わず各種会議資料や説明資料としての利活用、

②学生用の参考資料及び（WEB 掲載で）県内外企業の職員研修資料としての活用、

あるいは

③論文や学会等の引用文献として利活用   されています。

今後の方向性としては、

(1)今回の調査結果の詳細分析による本学知財での広報活動の実態を把握し、今後の広報活動のあ

り方を再検討すること、

(2)本学知的財産活動に係わる効果的・効率的な広報活動を模索するため、他の広報メディアも含

めた実態調査の実施を検討する、 等から、一層利活用しやすい広報誌になるように考えます。

  

＊＊＊ 今月の表紙写真 ＊＊＊

チャールズ・ロイヤル・ヨット模型
（部品点数 658、制作時間 90時間）

1660 年にオランダが英国国王チャールズⅡ世に贈った
帆船。8門の大砲を備え、金色の装飾が特徴

          （中村名誉教授より）

＊＊＊ 編集後記 ＊＊＊

帆船を制作されていることを聞き、退職予定の佐々木部
門長の新しい旅立ちにと写真をお願いしました。
表紙は船首、編集後記は船尾からの撮影です。
実物の 1/64 で全長は約 50cm とは・・・どこに飾るんで
すか？とつっこみたいくらいデカいです。
ここまで細かいパーツを組み合わせる根気と情熱には脱
帽です。写真をありがとうございました。
来月は中村名誉教授に描いていただいた表紙絵の特集を
します。乞うご期待!!

＊＊＊ 特許等の相談 ＊＊＊

相談員；佐々木茂雄（部門長・教授） TEL：0857-31-6000(直通)（又は内線 2765）
    山岸 大輔（副部門長・助教）TEL：0857-31-6094(直通)（又は内線 4072）
場 所；産学・地域連携推進機構 2F 知的財産管理運用部門
知的財産管理運用部門 E-mail アドレス； chizai@adm.tottori-u.ac.jp
FAX 専用； 0857-31-5474（又は内線 2771）
産学・地域連携推進機構 HP； http://www.cjrd.tottori-u.ac.jp/

＊＊＊刊行物＊＊＊

知財部門ニュース 2月号

＜59 号＞（通番 88号、

2012 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
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【鳥取地区２】

相談員：冨田憲史弁理士

         （医獣・バイオ関係他）

  日 時：3 月 12 日（月）13：30 より

  場 所: 鳥大産学・地域連携推進機構 2階 研修室

                

【鳥取地区１】

  相談員：滝本智之弁理士

        （電気・機械関係他）

日 時：3 月 12 日（月）13：30 より

場 所：産学・地域連携推進機構 1階 技術相談室

３月の特許相談会

※今月は鳥取地区で同時開催です。相談をご希望の方は予約をお願いします。

【目  次】
3 月の特許相談会 ･･････････････････････････････････････････････････ 1
企業紹介 シリーズ第 24 回 － 大村塗料㈱ － ･････････････････････ 2
佐々木茂雄教授の退職挨拶と記念講演会・特別展のご案内他 ････････････ 3
バイオフロンティアシンポジウム＆ 第 9 回経営戦略講演会開催 ･････････ 4
有体物（MTA）移転取扱セミナー開催 ･････････････････････････････････ 5
特集 中村宗和先生の植物画 ････････････････････････････････････････ 6～8

  産学・地域連携推進機構

知財部門ニュース
６０号
(通番 89号)

2012 年 3 月刊

佐々木茂雄先生退職記念号

樹木名：アオキ
撮影場所：動物医療センター手前

交差地点の盛り土側面
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企業紹介 シリーズ第２４回   －大村塗料株式会社―

大村塗料株式会社

代表取締役 大村善彦

【会社紹介】

１９１２年（大正元年）に薬種商・染料店として創業しました。塗料を本格的に取り扱うよう

になったのは昭和に入ってからと思われます。営業エリアは鳥取県全域と島根県東部までをカバ

ーしており、工業用塗料、産業機械向け塗料、自動車補修用塗料、建築用塗料、溶剤、接着剤、

化学薬品等幅広く扱っております。

独自製品の開発・商品化は平成元年ころからはじめまして、現在では全売り上げの約１０％を

占めております。

【特色】

過去２０年にわたり蟹ガラから得られるキトサン（図１）の

特性を活用した機能性コーティング材料への応用開発に携わ

っており、保湿性とプラス荷電を利用した木工用静電塗装前処

理剤、顔料・染料の吸着性を利用した木工用着色むら防止前処

理剤、金属イオンの吸着性を利用した電磁波シールドめっき用

前処理剤等の商品化に成功した実績があります。

     図１ キトサンの化学構造

また、２年前よりキトサンと消石灰を含有する塗布型漆喰塗

材(暮色漆喰)を開発し、昨年発売しました。本塗材は強力な

抗菌性と抗ウイルス作用を持っていますが、そのデータは鳥

取大学農学部で実証していただいたものです。さらに次世代

の新素材として鳥取大学工学部で開発されたキチンナノファ

イバーについても鋭意応用開発中です。

【会社概要】

社 名：大村塗料株式会社

代表者：大村 善彦

所在地：鳥取県鳥取市千代水三丁目８７番地

電 話：0857-28-7881

ＦＡＸ：0857-28-7716

URL：http://www.omuratoryo.co.jp/
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  鳥取大学を退職するにあたり－知財部門ニュースに係わって－

佐々木 茂雄

2004 年 10 月に本学の知的財産センター総括ディレクター・教授として、本学にお世話になってか

らこの 3 月の退官まで、振り返りますと、あっと言う間の 7 年半だったと感じます。

発足した当初は、鳥取大学での知的財産運用に係わる『知的財産関連規則の制定』や『知的財産情

報システム構築』などの知的財産インフラ整備とともに、学生諸君への知財教育と教職員の皆様への

知財情宣活動に追われました。その後は教員の先生達が国内外に出願した特許案件に関する登録に向

けた知的財産管理業務のルール作りとその運用に没頭。

後半の 3、4年は、取得した特許の活用のためのイベント開催、企業との技術移転交渉・契約締結、

あるいは鳥取大学と岡山大学とが産学官連携戦略展開事業戦略展開プログラム「特色ある優れた産学

官連携活動の推進」に提案し 2008 年 7月に採択された「中国地域産学官連携コンソーシアム事業」な

ど、知的財産を管理・運用する立場から本学の教育・研究・地域貢献・マネジメントの全ての分野を

俯瞰できたことは、大変貴重で、かつ面白い経験をさせてもらったと思います。

これら一連の業務を通じて大切にしたことは、教職員の皆様に対して知財での相談事などにおける

「肝胆相照らす※」姿勢を貫いたことではないかと思っています。その姿勢は、毎月 1回のペースで発

刊してきました『知財部門ニュース』（2007 年 3 月までは『鳥大知財ニュース』として発刊）の原稿

を作成する場合にも貫いてきたつもりです。

最後に、私に『継続は力なり』と、『知財部門ニュース』を毎月発刊するため地道な執筆活動を続

けるように・・とのご示唆とともに、当該ニュースの表紙を飾る挿絵作成などで常日頃からご指導・

ご支援をいただいた中村宗和先生（現非常勤理事）をはじめ、産学・地域連携推進機構の教職員の皆

様や読者としてご協力いただいた全学の教職員の皆様に厚く御礼申し上げます。また、この『知財部

門ニュース』が今後も継続発刊されることを期待致します。

※互いに心の奥底まで打ち明けて理解し合い、親しく交わるの意。

佐々木茂雄先生 定年退職記念講演・懇親会のご案内

知的財産管理運用部門長である佐々木茂雄先生の退職記念講演会を、長年にわたるご功績に対する敬意を込めて開催

します。 詳細は知財部門にお問い合わせください。

佐々木先生は平成 16 年 10月から鳥取大学知的財産センター 統括ディレクター・教授として、鳥取大学の知的財産

管理の基礎を築かれ、また平成 19 年からは産学・地域連携推進機構 知的財産管理運用部門長として、知財教育や企業

への技術移転活動に尽力されました。その活躍では、全国初の知財条例である「鳥取県知的財産の創造等に関する基本

条例」の制定に寄与し、平成 21年には第 4回モノづくり連携大賞「特別賞」を受賞されました。また知的財産に関す

る鳥取県内連携体制の構築に貢献された功績から、平成 22 年には特許庁長官表彰「知財功労賞」を受賞されました。

このように佐々木茂雄教授は、研究から知的財産の普及と教育、また社会貢献に多大な貢献をされました。

日時：平成 24 年 3月 16日（金）  会場：ホテルニューオータニ 3階 鶴の間

次第：16：00～17：00 記念講演会『産官学連携と知的財産』 佐々木茂雄 先生

               17：15～    記念懇親会

また、定年退職教員を特集した企画展（鳥取大学総務企画部広報企画室）に佐々木先生

のコーナーがあり、教員生活の思い出や略歴、後輩たちへのメッセージをまとめたポスタ

ーや関係した産学連携商品などが展示してあります。会場は広報センター、3月 27日まで

開催されていますのでご覧ください。

詳しくは鳥取大学 HP で

http://www.tottori-u.ac.jp/dd.aspx?itemid=7976#itemid7976
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有体物移転取扱
（MTA）セミナー

研究成果物である有体物（動物、植物、微生物、化合物、素材など）は、研究の発展又は

産業利用の目的で、外部の研究機関や企業等に提供されることがあります。本学において

も、そのような有体物の利用形態に合わせて、有体物移転に伴う取扱い規則を定める方針

です。本セミナーでは、有体物の提供（受入れ）の際の注意点や契約（Material Transfer 

Agreement，MTA）について、本学の状況と先進的な大学の取組み事例を紹介します。

【日 時】 平成 24 年 3 月 19 日（月） 15：00～16：50

【会 場】 鳥取会場 多目的会議室（地域学部棟 2Ｆ）

米子会場（LAN 中継） 学務・研究課第 2会議室

【講 演】 「研究を円滑に行うための、産学連携ならびに
有体物の取り扱い方」

【講演概要】ここ 10年における産学官連携の状況ならびに、連携をスムーズに行な

うための有体物契約について 。特に、岐路に立たされている産学官連

携の、アカデミアにおいて今後のあるべき姿や日本の展開など

【講 師】

前田裕子 氏

全国イノベーション推進機関ネットワーク プロジェクト統括

（主な役職）
京都府立医科大学 特任教授
早稲田大学 研究戦略センター 客員教授
農工大ティー・エル・オー株式会社シニア・アドバイザー（顧問）
文部科学省 科学技術・学術審議会 専門委員
経済産業省 産業構造審議会 産業技術分科会委員
その他多数

15：00-15：05 開会挨拶 井藤久雄（研究､米子地区担当理事）

15：05-16：15 講演 前田裕子 氏

16：15-16：45 本学の状況報告 佐々木茂雄（知的財産管理運用部門長）

16：45-16：50 閉会挨拶 菅原一孔（産学・地域連携推進機構長）

学外にサンプル

提供を検討して

いる方は、

是非ご参加くだ
さい!!
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大学の法人化に併せて「知的財産センター」（平成 16年 6月）が設立しましたが、その初代センター長

に就任されたのが、当時教育地域科学部教授で副学長だった中村宗和先生です。

中村先生の水彩画は有名で学内外の紙面を飾っていて、産学・地域連携推進機構の改編前の体制である、

地域共同研究センター誌「鳥取大学産官学連携推進たより」（平成 17 年 4月初回発行、年 4回）には毎回

すてきな風景画をコメントと共に掲載されていました。

平成 18 年 3月で退職され、名誉教授となられてからも、改編後の産学・地域連携推進機構（平成 19 年 4

月設立）機関誌「産学・地域連携推進たより」の風景画の掲載は継続していたので、そんな経緯もあって

平成 21年度から部門ニュースの表紙絵をお願いしました。絵は 5月、8月、11 月、2月の年 4回で題材を

植物と指定。平成 21 年 8 月からは花言葉や描かれた思いなども寄せられました。平成22 年度からは理事

職として多忙な中にもかかわらず描いていただき、感謝でいっぱいです。

しかし、残念ながら今年度でこのシリーズを終了します。そこで平成 24 年 2 月までの全 12 枚の表紙絵

を特集しました。3年間楽しませていただき本当にありがとうございました。（以下の＜コメント＞は中村先生）

【平成 21 年度】

凌霄花（ノウゼンカズラ）

＜花言葉＞栄光・女性らしい

＜コメント＞「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」

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

ただきました。 （知財部門）

薄（ススキ）

＜花言葉＞活力・精力・心が通じる

＜コメント＞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。

クリスマスローズ

＜花言葉＞ 私の不安を取り除いてください

＜コメント＞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。

平成 21 年 8 月

ノウゼンカズラ
平成 21 年 5 月パンジー

平成 21 年 11 月ススキ

平成 22 年 2 月

クリスマスローズ
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【平成 22 年度】

【平成 23 年度】

苧環（オダマキ）

＜花言葉＞ 必ず手に入れる・断固として勝つ（紫）勝利への誓い

＜コメント＞オダマキの花言葉は「勝利の誓い」であります。今の知

的財産管理運用部門にもっとも必要な心得でありましょう。

綿菅（ワタスゲ）

＜花言葉＞努力する

＜コメント＞昨夏、長野県にある標高1880ｍの栂池（ツガイケ）自然園

を訪ねました。白馬の山麓には鳥大知財部門の花が群生していました。

花は綿菅（スズメノケヤリ）で、花言葉は『努力する』であります。

コスモス

＜花言葉＞ 乙女の純心・乙女の愛情  （赤）調和

＜コメント＞秋桜（コスモス）は、花言葉「乙女の純心」が有名だから描いたわ

けではありません。Cosmos には「宇宙」という意味もあります。Cosmopolitan は

国際人であります。知財部門にふさわしい花でしょう。

寒牡丹（ボタン）

＜花言葉＞ 壮麗・高貴・王者の風格

＜コメント＞寒牡丹の花言葉は「壮麗・高貴」であります。藁の菰をかぶせ暖かく保

護する姿は、知財部門のインキュベーターを彷彿させます

注）インキュベーターとは卵を雛にかえすふらん器のことですが、転じて「起業」に

使われます。知財は企業支援の役割を担っています。

アネモネ
＜花言葉＞ （赤）あなたを愛す （紫）あなたを信じて待つ

＜コメント＞アネモネは知財部門の花です。赤いアネモネの花言葉は「あ

なたを愛す」、紫のアネモネは「あなたを信じて待つ」。あなたは知財部

門のお客様・知的な人。

向日葵（ヒマワリ）

＜花言葉＞ あこがれ・光輝

＜コメント＞ヒマワリは洋の東西を問わず、太陽をイメージします。花言葉

も『あこがれ』や『光輝』を与えられています。知財立国、知財立県にあっ

て、わが知財部門は鳥大のひまわり足りうるや？

平成 22 年 5 月オダマキ

平成 22 年 8 月ワタスゲ

平成 22 年 11 月コスモス

平成 23 年 2 月寒牡丹

平成 23 年 5 月アネモネ

平成 23 年 8 月ヒマワリ
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【特別に・・・】

【まだ言えば・・・】

これもお世話になりました。

☆パンフレット表紙絵 2点

左：知的財産センター

（2005 年 5 月作成）

右：知的財産管理運用部門

（2007 年 6 月作成）

                                            

【中村先生のコメント】

昨年、「産学連携学会」で当誌が事例発表され、話題を集めたそうです。好評の理由は広報力と継続力にあったと

聞いています。そんな話題誌に、いまだ手習い中の水彩画を掲載していただけたことは無上の光栄であり、心から御

礼申し上げます。

この誌が継続するコツは、発刊時に終わり方を考えておくことだと申したことを思い出します。当時から、89 号は

12 年 3月、佐々木先生ご退職記念号と計算していました。今その時が来て、知財部門は新たな歴史を作り始めること

でしょう。その際の『不易』と『流行』を見つめて行きたいと思います。

文 責：中村宗和

                                               
＊＊＊ 編集後記 ＊＊＊

平成 23 年度が終わり佐々木先生が退職されます。知財部門一同は感謝とともに

慰労の念を表し、佐々木先生の未来を応援しています。そして、これから始まる新

たな関係を大いに期待し楽しみにしています。お世話になりました。

さて来年度からは新体制です。部門ニュースも気分を変えて・・・、表紙は？
中村先生、カムバック!! 今度は新しいテーマで始めませんか？ いつでも待って
います。

＊＊＊ 特許等の相談 ＊＊＊

相談員；佐々木茂雄（部門長・教授） TEL：0857-31-6000(直通)（又は内線 2765）
    山岸 大輔（副部門長・助教）TEL：0857-31-6094(直通)（又は内線 4072）
場 所；産学・地域連携推進機構 2F 知的財産管理運用部門
知的財産管理運用部門 E-mail アドレス； chizai@adm.tottori-u.ac.jp
FAX 専用； 0857-31-5474（又は内線 2771）

栗（クリ）

＜花言葉＞満足・豪奢

＜コメント＞栗は縄文人の大切な食糧でした。栄養価は抜群、美味しくて、

保存が効く。さて栗は穀物でしょうか、はたまた果物か野菜でしょうか？

チャールズ・ロイヤル・ヨット模型

1660 年にオランダが英国国王チャールズⅡ世に贈った
帆船。8門の大砲を備え、金色の装飾が特徴

（部品点数 658、制作時間 90時間）

帆船を制作されていることを聞き、退職予定の佐々木部門長の

新しい旅立ちにと写真をお願いしました。左は船首、右は船尾

からの撮影です。実物の 1/64 で全長は約 50cm。ここまで細かい

パーツを組み合わせる根気と情熱には脱帽です。写真をありが

とうございました。（知財）

平成 23 年 11 月クリ

平成 24 年 2 月チャールズ・ロイヤル・ヨット

＊＊＊刊行物＊＊＊

知財部門ニュース 3月号

＜60 号＞（通番 89 号、

2012 年 3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

雨晴らし海岸から見た立山連峰知的財産センターは、孫子の兵法「風林火山」を行動軌範とし
ています。「はやきこと風の如く」皆様の元へ馳せ参じます。
上図は「徐かなること林のごとし」をイメージしたものです。
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