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１２月の特許相談会 
 

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

     【米子地区】相談員：冨田憲史弁理士（医獣・バイオ関係他） 

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

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

  
 1 月の特許相談会(鳥取地区のみ) 冨田弁理士 1/14(水)、     滝本弁理士 1/14(水) 
 2 月の特許相談会(鳥取・米子地区)冨田弁理士 2/13(金 米子地区)、滝本弁理士 2/12(木) 
 3 月の特許相談会(鳥取地区のみ) 冨田弁理士 3/12(水)、     滝本弁理士 3/11(水) 
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卒論・研究発表前に必ず特許出願 
      （詳細は４ページをご覧ください） 

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

 

相談員：佐々木茂雄 知的財産管理運用部門長 

    清水克彦 産官学連携ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ（プロジェクト研究員） 

    山岸大輔 NEDO ﾌｪﾛｰ（コーディネーター） 

場 所：産学・地域連携推進機構２F 知的財産管理運用部門 

電 話：０８５７－３１－６０００(直通)（内線２７６５） 

ＦＡＸ：０８５７－３１－５４７４(専用) 

メールアドレス： 

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

産学・地域連携推進機構 HP： 

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

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

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

｢鳥取・島根新技術説明会｣が、１２月５日に独立行

政法人科学技術振興機構ＪＳＴホール(東京)で開催さ

れます。 

この説明会は、鳥取県（鳥取大学、鳥取県産業技術

センタ－）と島根県（島根大学、島根県産業技術セン

タ－）が、研究成果の実用化を促進することを目的に

連携して開催するもので、今年は２回目です。 

事前登録が必要ですので、直接、科学技術振興機構

（ＪＳＴ）ホームページのエントリーフォーム

（http://jstshingi.jp/：右はトップページ）で申込

むか、または鳥取大学 産学・地域連携推進機構 知的

財産管理運用部門(連絡先は1ﾍﾟｰｼﾞ参照)にご連絡下さ

い。 

 鳥取大学の発表は次のとおりです。 

 

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

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

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

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

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

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

の可能性を報告する。 

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

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

食
品
・
バ
イ
オ
分
野 

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

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

情報を得る． 

【発表者】工学研究科 齊藤剛史 助教（発表時間：１５：２０～１５：５０） 

【内 容】口部形状と頭の動きを利用した文字入力システム 

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

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

【発表者】工学研究科 李 仕剛 教授（発表時間：１５：５０～１６：２０） 

【内 容】車側面に取り付けられた魚眼カメラによる車線検出 

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

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

おく必要がない。 
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 紹介します！ シリーズ第７回 －福本哲也－ 

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

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

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

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

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

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

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

いたします。 

＜経 歴＞ 

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

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

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

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

年に大学を卒業後もさらに 2年間通い続けていた。が、予想通り不合格。 

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

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

営などを担当し、子供たちの未来のために全力を尽くした（つもり）。 

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

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

へ」から「なんくるないさ（なんとかなるよ～）」に変更。 

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

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

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

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

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

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

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

来はともかく、晴れて刑期を終えることとなる。 

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

（後に○○地鶏は偽装が発覚。人生を見つめ直すきっかけとなる。） 

＜趣 味＞ 

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

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

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

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

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

から、新鮮さはどこのお店にも負けません。これぞ釣人の特権！自

分でさばくので、見栄えの問題で商品にはなりませんが、味はやっ

ぱりサイコーですよ（たぶん）。家も車も魚くさくてかなわんっ！と

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

じる干物の味に幸せを感じている今日この頃です。 

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

兵庫県新温泉町の海 

福本哲也氏 

干物カゴ(アジ)
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２００８年度中の研究発表と特許出願 
 

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

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

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

 チェック１．「公知の事実」 

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

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

して、出願が不可能となります。（特許法第２９条第１項） 

 

 チェック２．「特許法第３０条（発明の新規性喪失の例外）」 

 発表後の救済処置としては、例外規定（特許法第３０条第１項）があ

ります。これは、「特許庁長官の指定を受けた学術団体が開催する研究

集会において、文書をもって発表した発明については、該当日から６ヶ

月以内に限って、例外として、発表者が特許を出願した発明について新

規性が失われなかったものとみなされる。」というものです。 

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

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

があるといえます。 

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

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

覧下さい。 

 

チェック３．「特許法第３０条（発明の新規性喪失の例外）の制約」 

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

場合には規定が適用できないことと、この例外規定に次の制約があるからです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 チェック４．「発明者の事務の要点」 

 発明者の事務の要点は次のとおりです。 

 １．書類の作成： 

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

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

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

 ２．書類の提出： 

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

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

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

           ②問い合せ〆切：平成２１年１月１１日（金）※ 

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

            受けかねますので、ご理解・ご了承願います。 

 特許法第３０条（発明の新規性喪失の例外）の制約 

① 
この例外規定を適用されても、大学での発表後、同一技術が第三者によって公表されれ

ば、新規性を喪失して特許が受けられないこと 

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

れること 

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

の例外規定の適用がないこと 

鳥取大学 イメージキャラクター 

愛称：とりりん 
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Ｑ＆Ａ：「著作権～最近の著作権の状況について～」 

 

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

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

ると役立つ情報分野における著作権等」を講義しました。 

 

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

について、どう思われますか？ 

   

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

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

の見出しで、新聞各社が一斉に報道した事件がありました。 

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

用料収入を得ているにも係わらず、同一の「音楽著作権の売却を持ちかけ、兵庫県の会社社長から５

億円を詐欺して逮捕された小室容疑者が、さらに今度は「原盤権制作及び譲渡に関する基本契約」を

全く別の音楽出版社２社と締結した、所謂「二重契約」を行っていることが発覚したとのことです。 

   このように、各報道機関が「著作権」を取り上げることが多くなっている背景には、情報関連技術

の進展、特に「デジタル化」が大きく影響を与えています。即ち、あらゆる電子機器類が 1970 代か

ら 1990 年代にかけて「アナログ」から「デジタル」に切替わっていきました。そして１９９３年の

インターネットの爆発的な普及開始に伴い、パソコン・携帯電話などの急速な拡大により、誰でも・

いつでも・どこででも双方向通信が可能な時代に突入しました。そして、電子タグや電子マネー、ビ

デオソフトやデームのＣＤ／ＤＶＤ化、携帯電話小説の出現など、デジタル化による社会生活の多様

化＝ユビキタス社会の実現が図られたものと思います。 

   その結果、様々な「光と影」の事象が発生しました。その中で、「著作権」についての「影」の部

分は、一口に言って『著作権侵害による甚大な被害が発生している時代』と捉えることができると考

えられます。その内容は、上記に示した「音楽著作権侵害」に限らず、「文学著作権侵害」や研究者

による「研究論文盗用などの論文著作権侵害」など多種多様です。 

 

Ｑ２：それでは、著作権を含む知的財産権に係わる侵害事件件数など、その現状はどうような状況な

のでしょう？  

 

Ａ２：我が国における知的財産権関係民事事件の既済件数（全国裁判所控訴審）の最近３年間実情は以

下のとおりです。 

 

 

 ３年間の合計 ２００６年 ２００７年 ２００８年 

特許権 1,083(66.7) 403(65.8) 393(67.2) 287(67.2) 

実用新案 33(2.0) 11(1.8) 12(2.0) 10(2.3) 

商標 230(14.2) 873(13.6) 87(14.9) 60(14.1) 

意匠 71(4.4) 31(5.1) 24(4.1) 16(3.7) 

不正競争防止 98(6.0) 47(7.7) 32(5.5) 19(4.5) 

著作権 109(6.7) 37(6.0) 37(6.3) 35(8.2) 

合計 1,624(100) 612(100) 585(100) 427(100) 

 

 

図１．知的財産権関係民事事件（全国裁判所控訴審）の既済数 

※2008 年 11 月 14 日現在の件数 
(裁判所行政局データに基づき編集)

単位：件数(%)
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Ｑ３：知的財産権における「著作権」の位置づけをどのようになっていますか？ 

 

Ａ３：知的財産権は、対象とする権利によって大きく、 

    ⅰ）技術的創作物についての権利（特許権、実用新案権、意匠権など） 

    ⅱ）営業標識についての権利（商標やサービスマークなど） 

    ⅲ）文学・美術的創作物についての権利（著作権）   

  に大別されます。 

   その中で、著作権法は、特許などのように生み出すアイデアについての新規性、進歩性、高度

の創作性などは一切必要なく、かつそのアイデアが保護の対象ではありません。即ち、思想・感

情を創作的に表現された文芸、学術又は音楽が保護の対象となり、また手続きについても申請す

ることなく、作成された瞬間、自動的に著作権が発生すること（無方式主義）になります。 

 

Ｑ４：著作権が特許法などと異なるものであることは分かりました。それでは著作権の基本的な事項

について、もう少し詳しく教えてください、 

 

Ａ４：著作権に関する基本的事項について、以下に羅列します。  

(1)著作物の種類 

①言語の著作物：論文、小説、脚本、講演など。 

②音楽の著作物：楽曲、歌詞など。 

③舞踊等の著作物：日本舞踊、バレエ、ダンスなど。 

④美術の著作物：絵画、書、版画、彫刻、漫画など。 

⑤建築の著作物：建造物自体（設計図は図形の著作）。 

⑥地図や図形の著作物：地図と学術的な図面、模型など。 

⑦映画の著作物：劇場用映画、テレビ映画、ビデオソフト、 

        ゲームソフトなど。 

⑧写真の著作物：写真、グラビアなど。 

⑨プログラムの著作物：コンピュータプログラム。 

(2)保護の受け方 

個人が原則、ただし新聞記事や役所広報誌などは法人の職務著作物※として取扱う。 

※職務著作とは、以下のとおりに規定されるものを指す。 

ⅰ）法人等の発意に基づいて作成されたものであること。 

ⅱ）法人等の業務に従事する者が作成したものであること。 

ⅲ）職務上作成されたものであること。 

ⅳ）法人等が自己の名義の下に公表するものであること。 

ⅴ）作成に対して契約や勤務規則等特段の定めがないこと。 

 

  その他、個人が原則として取扱うことができないもの（複数の研究者が共同で創作した著作物で、

各人の寄与を分離して個別に利用できないもの）で『共同著作』がある。 

 

(3)著作権の種類 

  著作権には、著作者の人格を保護する「著作者人格権」と著作者の財務面を保護する 

  「著作者の権利（著作権）」の２種類がある。 

  また、著作権については、「著作者の権利（著作権）」と「著作隣接権※」とにも分類される。 

※著作隣接権：著作物等を公衆に伝達する者に与えられる権利で、具体的には、実演

家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業家の権利を指す。ここでは、「著作

人格権」と「著作者の権利（著作権）」について触れる。 
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①著作者人格権 

ⅰ）公表権：未公表著作物を公表するか否かを決める権利。 

ⅱ）氏名表示権：著作者名を表示するか否かを決める権利。 

ⅲ）同一性保護権：著作物等を勝手に改変させない権利。 

②著作者の権利（著作権） 

ⅰ）複製権：著作物を複製する権利 

ⅱ）上演/演奏権：著作物を公衆に直接見聞する上演権等 

ⅲ）上映権：著作物を公に映写する権利 

ⅳ）公衆送信権：著作物を放送等を介して公衆に送付する権利 

ⅴ）口述権：著作物を朗読等により公に伝達する権利 

ⅵ）展示権：美術著作物等を原作品で公に展示する権利 

ⅶ）領布権：映画の著作物を複製物により領布する権利 

ⅷ）譲渡権：原作品または複製品の譲渡により公衆に提供する権利 

ⅸ）貸与権：複製物の貸与により公衆に提供する権利 

ⅹ）翻訳/翻訳権：著作物翻訳、編曲、脚色化等する権利 

 

なお、その他として、例えば原書を翻訳した者などに与えられる「二次的著作物の利用権 

（二次的著作物を利用する権利）」がある。 

 

(4)著作権侵害に対する救済措置 

①差止請求権【著作権法１１２条、著作権法１１６条】：特許権を侵害/侵害するおそれのある者に対してその侵

害の停止や予防を請求できる。 

②損害賠償請求権【民法７０９条、著作権法１１４条】：故意又は過失によって特許権を侵害した者に対して自

己が受けた損害の賠償を請求できる。 

③不当利得返還請求権【民法７０３条、著作権法７０４条】：侵害者が侵害行為によって不当に得た利益を還元

するように請求できる(請求権の時効：10 年)。 

④名誉回復等の措置請求権【著作権法１１５条、著作権法１１６条】：故意又は過失によって他人が自己の権利

を侵害した結果、業務上の信用が害された場合は名誉回復するための措置を請求できる。 

 

(5)著作権の保護期間 

①実名の著作物：死後５０年。 

②無名または変名の著作物：公表後５０年（死後 50 年経過が明らかであれば、そのときまで）。 

③団体名義の著作物：公表後５０年（創作後 50 年以内に公表されなければ、創作後 50 年）。 

④映画の著作物：公表後７０年（創作後 50 年以内に公表されなければ、創作後 70 年）。 

 

(6)著作物を自由に利用できる場合 

原則的に以下の著作物などは自由に利用できる可能性がある。その他、著作物の使用が可能なも

のがあるが、ここでは省略する（詳細は「著作権法」を参照する必要あり）。 

なお、状況により使用が難しい場合が発生するので、この取扱いには注意を要する。 

 

①私的使用のための複製。 ⑪政治上の演説等の利用。 

②図書館等での複製。 ⑫時事の事件の報道のための利用。 

③引用。 ⑬裁判手続き等の複製。 

④教科書への掲載。 ⑭情報公開法による開示のための利用。 

⑤学校教育番組の放送等。 ⑮美術の著作物の当の原作品の所有者 

⑥学校等における複製。  による展示。 

⑦試験問題としての複製。 ⑯公開の美術の著作物等の利用。 

⑧点字による複製等。 ⑰プログラムの所有者による複製。 

⑨非営利目的の利用。  

⑩時事問題の論説等の転載等。 
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Ｑ５．著作権の使用に伴う取り扱いはなかなか大変のようですが、国の施策として何か論議されてい

ますか？ 

 

Ａ５．知的財産本部で、図２に示すように、機器のデバイス化に伴い現行の著作権の規制を緩和する

「権利制限の一般規定（フェアユース規定）の導入」を検討しています。 

      

・新たなネット関連ビジネスの登場
・想定外のコンテンツの利用形態の出現

・新たなネット関連ビジネスの登場
・想定外のコンテンツの利用形態の出現

現状

・現行の著作権法では、具体的な事例による権利規定を設定した状態

・そのため、上記規定に該当しない行為は、権利者の意向を害しなくて

も形式的に違法

技術の進歩や新規のビジネスモデル出現に対応

図２．権利制限の一般規定（フェアユース規定）の導入

矛盾

権利者の利益を害しないよう公正な利用であれば、許可無しに著作

権が利用できるように、権利制限の一般規定を設定

 

Ｑ６．今までは、著作権についての一般的な取扱いについて説明でしたが、この著作権が本学教職員

にとってどのように関係しますか？ 

 

Ａ６．先に記載したように、著作権の保護および権利の発生は基本的に個人が原則です。従って、本

学が法人として取扱うのは、『法人の職務』に限定されます。本学における職務著作の取り扱い

については、「鳥大知財ニュース 10 号（2005 年 6 月 1日発行）」で紹介していますので、ここで

は省略します。 

   なお、教員の個人著作あるいは職務著作については、教員の個人的／法人としての責任や研究

倫理観が問われることになりますので、特に論文に係わる著作権侵害、研究倫理の逸脱など、研

究ミスコンダクトを起こさないように注意する必要があります。 

  

 

 
≪編集後記≫ 
１２月号編集作業中、鳥取市に雪が降りました。体調を崩さないように気をつけましょう。 

 知的財産管理運用部門では、押田信嘉事務補佐員が１１月末で退職され、一段と寒さを身にしみて感じています･･･と、

浸っていられないくらい忙しい毎日を送っています。 押田さん、また会える日を楽しみにしています。お疲れ様でした。

 最後に、知財部門ニュースの刊行にご協力いただいた皆様、心から感謝申し上げます。良い新年をお迎えください。(Y)

 

【押田信嘉さんより】  
短い間でしたが、お世話になりました。この場をおかりしてお礼申し上げます。 

先生方の素晴らしい特許に触れられるような仕事ができ、たいへん光栄でした。 

ご多忙の中、いろいろとご協力いただきまして、ありがとうございました。 

今後は遠い地からになりますが、鳥取大学の益々の発展を心から祈っております。 

これからも知的財産管理運用部門の活動にご理解、ご協力をお願いいたします。


