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４月の特許相談会 

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

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

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

  場 所：医学部学務研究課１階会議室  
  

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

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

産学・地域連携推進機構 

知財部門ニュース 
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2008 年 4 月 1日 

（１３号）【通番 42 号】 
発行 :鳥取大学       

    産学･地域連携推進機構 
  知的財産管理運用部門 

       (旧知的財産センター)

電話：0857-31-6000(内 2765)

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

説明会(3/11 開催:H20.3 月号に掲載)の参加者は、10 名で

した。説明時間を延長し、好評のうちに終了しました。 

皆様の積極的な利用をお願いします。 

（写真は説明会の様子：工学部大学院棟 1階 JP-NET 室） 

 

特許と技術契約のことは知的財産管理運用部門へ     

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

◆本学保有のシーズ集・パンフレット

等の作成や販売活動 

◆鳥取・米子地域研究者知財情報収集

およびネットワークの構築やポータル

サイト整備支援 

◆ライセンス等に係わる各種契約相

談や契約締結支援 

◆近隣大学等との連携による新技術

説明会やイノベーションジャパン

等各種イベントへの本学教員特許

の出展  

◆(財)鳥取県産業振興機構や技術移

転機関等との連携による本学知的

財産権の企業への技術移転・共同研

究締結の促進  

 

知的財産有効活用の整備・運営

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

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

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

外の諸機関と密接な連携を取りながら、知財活動の一層の充実を図ります。 

鳥取大学知的財産ポリシー 

平成２０年度の知的財産管理運用部門の活動計画 

 
 

 
 

産学・地域連携推進機構【他部門】 

地域貢献
部門 

米子地区地域 
連携部門 

研究推進
部門 

研究･国際協力部
(研究･地域連携課）

 
◆全学知的財産啓発活動と学生教育の推

進 

・教職員(発明者)等への知識・意識を高

めるための利益相反等各種セミナー・

イベント等の実施 

・全学共通科目やＭＯＴによる学生教育

・院生や学生を対象としたインターンシ

ップの実施、知財ゼミや修論・卒論の

指導 

・知財部門ニュースの刊行、知財ＨＰやメ

ールマガジンによる知財情報発信 

◆発明相談等による特許等取得活動の推

進 

・市場動向や先行技術調査等の調査活動

・特許相談や充実化ミーティング等の実

施 

◆研究資源データベース構築 

◆知的財産管理システムの管理・運用 

知的財産管理業務の運営 

●機構の産官学連携戦略・運営方針

に基づく機構運営基盤の構築
主な活動 

 
◆全学知的財産戦略策定・出願目 

標等の策定 

◆法改正に伴う規定・制度の整備・運

用 

◆産学共同研究等に伴う制度・契約類

の改定 

◆共同出願等に係わる各種契約相談

や契約締結支援 

◆共同研究成果に基づく企業からの

広報・広告手続き管理運用支援 

◆大学発ベンチャー設立に伴う支援 

◆知財管理・産学連携ノウハウ提供等

の産学連携コーディネート機能化

支援 

◆中国５県や県内地域との産官学連

携体制の構築検討 

知的財産活動体制の整備・運営 

 

 
県内高等教育研

究機関・公設試 

県内公的 

知的財産機関 
外部ＴＬＯ等 中国５県高等教育 

研究機関等 

県や市等の自治体 

・ 経済団体   

連
携 

弁理士(客員教授) 

  ＪＳＴ   

(知財管理ＡＤ) 

 
協力支援 

連
携 
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《 スタッフ紹介 》  

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

 
 

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

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

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

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

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

 
 

 弁理士（特許相談） 
 

 

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

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

 

    

 

 

 

 

 

 

      

           

 

 

 

 

 

 

＜平成２０年度定例特許相談会＞ 

 

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

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

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

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

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

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

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

     平成１９年度発明届出状況報告（３月末現在）  

代表発明者名 
整理番号 届出年月日 

学部又は所属 氏  名 
状況 共同出願 

H19-001 H19.4 工学部 片田直伸 出願検討中   

H19-002 H19.4 医学部 三浦 典正 出願済   

H19-003 H19.4 医学部 稲賀 すみれ 出願済   

H19-004 H19.5 工学部 林 農 出願済   

H19-005 H19.5 農学部 岡本 芳晴 出願済 有 

H19-006 H19.6 工学部 簗瀬 英司 出願済   

H19-007 H19.6 工学部 岸田 悟 出願手続中 有 

H19-008a H19.7 工学部 伊藤 敏幸 出願済 有 

H19-008b H19.7 工学部 伊藤 敏幸 出願済 有 

H19-008c H19.7 工学部 伊藤 敏幸 出願済 有 

H19-009 H19.7 農学部 南 三郎 出願済 有 

H19-010 H19.8 工学部 斎本 博之 個人帰属   

H19-011 H19.8 工学部 大観 光徳 出願済 有 

H19-012-1 H19.8 医学系研究科 押村 光雄 個人帰属   

H19-012-2 H19.8 医学系研究科 押村 光雄 個人帰属   

H19-013 H19.9 医学系研究科 押村 光雄 出願済 有 

H19-014 H19.9 工学部 谷口 朋代 出願手続中   

H19-015 H19.9 農学部 岡本 芳晴 出願手続中 有 

H19-016 H19.10 工学部 水本 洋 出願済 有 

H19-017 H19.10 工学部 大観 光徳 出願済 有 

H19-018 H19.11 工学部 岡本 賢治 出願済   

H19-019 H19.11 工学部 簗瀬 英司 出願済   

H19-020 H19.11 工学部 齊籐 剛史 出願済   

H19-021 H19.11 地域学部 田村 純一 出願済 有 

H19-022 H19.11 工学部 有井 士郎 出願済 有 

H19-023 H19.12 医学部附属病院 植木 賢 出願済   

H19-024 H19.12 農学部 田邉 賢二 出願済 有 

H19-025 H19.12 工学部 大城 隆 出願済 有 

H19-026 H19.12 工学部 櫛田 大輔 出願済 有 

H19-027 H19.12 工学部 櫛田 大輔 出願手続中 有 

H19-028 H19.12 工学部 大北 正昭 出願済 有 

H19-029 H19.12 医学部 武谷 浩之 出願手続中 有 

H19-030 H19.12 農学部 會見 忠則 個人帰属 有 

H19-031 H19.12 医学系研究科 押村 光雄 出願検討中 有 

H19-032 H20.1 農学部 岡本 芳晴 出願手続中 有 

H19-033 H20.1 農学部 南 三郎 出願済   

H19-034 H20.1 農学部 日置 佳之 出願済   

H19-035 H20.1 農学部 河野 強 出願済   

H19-036 H20.1 工学部 坂口 裕樹 出願済 有 

H19-037 H20.1 工学部 坂口 裕樹 出願済 有 

H19-038 H20.1 工学部 菅原 一孔 出願検討中 有 

H19-039 H20.1 工学部 金森 直希 出願済   

H19-040 H20.1 工学部 片田直伸 出願手続中   

H19-041 H20.2 農学部 伊藤 啓史 出願済 有 

H19-042 H20.2 農学部 山名 伸樹 出願済   

H19-043 H20.2 農学部 竹内 崇 出願手続中 有 

H19-044 H20.2 工学部 川面 基 出願手続中 有 

H19-045 H20.3 医学部附属病院 大野 耕策 出願手続中 有 

H19-046 H20.3 医学系研究科 久留 一郎 出願手続中 有 

H19-047 H20.3 工学部 教授 李 仕剛 出願検討中   

H19-048 H20.3 医学部附属病院 植木 賢 出願済   


