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６月の特許相談会
※今月は鳥取地区と米子地区で各１回開催されます。相談をご希望の方は予約をお願いします。
【鳥取地区】
相談員：滝本智之弁理士
（電機・機械関係他）
日 時：６月１１日（木）13：30 より
場 所：産学･地域連携推進機構 研修室

【米子地区】
相談員：冨田憲史弁理士
（医獣・バイオ関係他）
日 時：６月１２日（金）13：30 より
場 所：医学部 学務・研究課 第１会議室

＜お知らせ＞７月相談会予定 滝本弁理士 7/15（火） 冨田弁理士 7/13（月）鳥取地区２回実施
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【巻頭言】
「知財保護と連携」
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【巻頭言】
「知財保護と連携」
昨年３月まで海外勤務計４度の締め括りとしてフィリピンのマニラ
に滞在しました。その滞在中に知財の重要性をより一層認識するよう
になりました。
ジェトロ（日本貿易振興機構）は海外との貿易と投資の振興を主た
る任務とする経済産業省傘下の団体です。東京本部には 11 の部があり
ますが、その一つに「在外企業支援・知的財産部」があることは余り
知られていないかもしれません。主としてアセアンや東アジアに進出
している日系企業を支援する、その重要な役割の一つが知財保護なの

ジェトロ鳥取貿易情報センター
所長 太田 康富氏

です。
アジアの国々を旅行された方は、出来心で有名ブランドのコピー商品を購入してしまった方もいら
っしゃると思います。マーケットには何でもあります。ローレックス、ヴィトン、さらには現在上映
中のハリウッド映画の

DVD。時計やバッグはコピー商品の品質（？）

によって値段が違います

が、DVD は大体 1 枚 150 円程度ではないでしょ

うか。もちろん上映館で

の盗み撮り商品でしょうから、画像は不鮮明

で音質も劣ります。ただ、

中国語の字幕や時として日本語の意味不明な

字幕がついているものも

あります。それがロードショー封切のタイミ

ングで発売されます。
工業製品にも、模倣品があります。日本の化学調味料会社も模倣品被害にほとほと困っています。
とっても有名税などとはいっておられません。まずは、お金をかけての予防（出願、登録、取得など）
ときめ細かいその後の対応が必須です。中国での「クレヨンしんちゃん」はその際たるものでしょう。
ただ、特許を取ったから安心、商標登録したから安心ではありません。それは基本的最低限の措置で、
これだけでは海外の悪意で模倣品・海賊版を作る人たちにはとても対抗しえません。
ではどうするか。海外の日系企業の皆さんはこうした知財侵害被
害に対抗するため、情報交換の場として、さらに現地政府との協力
活動を行う母体として、ジェトロと一緒になって IPG（知財研究グ
ループ）を各地で作り始めています。マニラでも作ろうと、セミナ
ー、勉強会を行いました。ホンダなどの先進企業の方たちの知財保
護の取り組みを聞き、自ら何が出来るかを真剣に検討するグループ
自宅でスタッフと一緒に（マニラ）

作りです。

ただ、会合への欠席が多い企業は除名対象とするなどかなり当事者意識を鮮明にしていたため、参
加にしり込みする企業の方が多いのも実情でした。やはり、侵害被害の深刻な中国、ベトナムなどで
は、日系企業の方々の取り組みが際立っています。
翻って、鳥取。知財部門ニュースがあり、知財部門での先進的県としての
取り組みが光ります。知財の相談等、連携しながら効果を挙げておられます。
ジェトロとしても海外事業展開でのサポート、さらに知財保護について、今
後とも他機関の皆様と連携していければと考えております。
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《お知らせ》
キャンパス・イノベーションセンター東京

新技術説明会への出展シーズ決まる（速報）
１．日時

2009 年 7 月 24 日（金）

10～17 時（予定）

２．場所

CIC 東京（港区芝浦）5 階リエゾンコーナー

３．主催 JST（独立行政法人 科学技術振興機構）、CIC 入居参加大学
（新技術説明会ＨＰ：http://jstshingi.jp/ ポスター及び Web 申込 現在準備中）

鳥取大学では２件のシーズを発表する予定です。

１

シーズ名：ＲＮＡ干渉による簡便かつ

２

シーズ名：バイオディーゼルの安価な

低コストの複数遺伝子同時機能抑制

製造法のための新触媒

発表者：河野 強 教授
（鳥取大学農学部）
会 場：Ａ会場

発表者：片田 直伸 准教授
（鳥取大学大学院工学研究科）
会 場：Ｂ会場

(医療・バイオ／アグリ・食品／材料）

時
分

（化学／情報／電気・電子／機械）／環境）

間：１１:４０－１２:００
類：医療・バイオ

時
分

間：１４:４０－１５:００
類：環境

『鳥取大学知的財産シーズ集 2009』に掲載
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平成２０年度鳥取大学特許実績（出願～登録）
平成２０年度の鳥取大学職務発明として届出があった研究に対して、部局別割合等のデータ分析
をしました。内訳は、学部（大学院を含む）、附属教育研究施設、附属病院です。参考としてご覧
ください。

１）発明届出数に対する部局別割合
平成２０年度発明届出数実績４２件
平成２０年度の届出状況は、約半分を工学部
が占めており、この多くは機械工学分野で
す。農学部が農業・食品・バイオ関係を主体
の届出が多く、全体の約２５％を占めていま

医学部附属病院
10%

す。それに呼応するように医療・医薬・バイ
オ関連を中心として、医学系が同じく全体の

生命機能研究
支援ｾﾝﾀｰ 5%

約２５％を占めています。

医学部
10%

工学部
49%

工学部

農学部
26%

農学部
生命機能研究支援ｾﾝﾀｰ
医学部
医学部附属病院

２）平成２０年度出願件数に対する部局別割合
平成２０年度出願数の実績は８７件です。
これらの出願は、工学部、農学部および医学
系部局（医学部、附属病院、生命機能支援セ
ンター）の３機関で占められ、その比率は届
出数での部局別割合を同様な傾向である。こ

医学部附属病院
3%

の事は、届出から出願までの出願管理業務

生命機能研究
支援ｾﾝﾀｰ 2%

が、ほぼ順調に実施されていることを示して
います。

医学部
14%

工学部
49%

工学部
ＶＢＬ
農学部
生命機能研究支援ｾﾝﾀｰ
医学部
医学部附属病院

農学部
31%

ＶＢＬ
1%
4

３）平成２０年度出願件数に対する単独出願、共同出願の割合
平成２０年度出願実績件数８７件について、単独
出願が共同出願の２５％程度まで減少していま
す。これは平成１７年度～１９年度での比率が約
５０％であった状況に比べ共同出願が増加して

単独出願
24%

います。このことは企業や他大学等との共同研究
が進み、共同研究の成果として出願が増加したた
めだと思われます。今後もこの傾向が続くことを
期待しつつ、本学の基礎研究の成果を単独で出願

共同出願
73%

していくことも重要であると考えています。

共同出願
単独出願

４）権利化・登録
平成２０年度に登録査定を受けた件数は１１件です。その内訳は工学部が６件、農学部が２件、医学
系部局（医学部、附属病院、生命機能支援センター）の３件です。
出願日

出願番号

発明の名称（出願時）
新規なトランスポゾン様因子→新
規なライムギ由来トランスポゾン
様因子
(Novel Trasnposon-Like Element)

発明者名

特許番号

設定登録日

富田 因則

第 7351536 号

2008/ 4/ 1

2004/ 8/27

10/927.100

2005/ 9/22

特願 2005-276745

内視鏡処置具

植木

賢

第 4117355 号

2008/ 5/ 2

2002/11/19

特願 2002-335003

ポリープ等の一括回収用ネット及
び一括回収用処置具

植木

賢

第 4130766 号

2008/ 5/30

2005/ 9/ 9

特願 2005-262569

II－VI 族系の発光素子への電圧印
加方法および電圧制御装置

足立 真寛

第 4189499 号

2008/ 9/26

2007/10/ 4

特願 2007-261329

痴呆症診断装置及び痴呆症診断プ
ログラム

浦上 克哉

第 4171832 号

2008/ 8/22

2007/ 5/21

特願 2007-133909

電子装置及び電子装置の発光制御
方法

足立 真寛

第 4107513 号

2008/ 4/11

2007/10/ 5

特願 2007-261860

グルコース・マンノース・キシロー
ス並行発酵性菌およびそれを用い
るバイオエタノールの製造方法

簗瀬 英司

第 4124270 号

2008/ 5/16

2005/ 1/31

特願 2005-024074

頻尿改善剤およびそれを含む医薬
組成物および食品

原田 悦守

第 4201771 号

2008/10/17

2004/ 4/15

特願 2004-120793

すべり案内及び同すべり案内を備
えた工作機械

小幡 文雄

第 4228078 号

2008/12/12

2005/ 3/24

特願 2005-85721

ハイブリッド型直動案内装置

小幡 文雄

第 4235734 号

2008/12/26

2005/ 2/ 9

特願 2005-032853

消音ダクト

西村 正治

第 4257960 号

2009/ 2/20
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（産学官連携による鳥取大学特許の保有技術が地域社会に貢献した事例）

鳥取大学が単独で保有する技術内容 （特許出願済）が、熊本県の障害者支援
施設「阿蘇くんわの里」で新規事業の立ち上げに貢献しました。
新規事業に貢献している技術は、従来の精製方法で発生する油脂の変質・変性を抑えるとともに
精製におけるハイコストも改善し、高品質の動物油脂を効率的に製造できる（７ページに内容紹介）
ものです。
一般的に大学の特許に基づいて、企業（製造メーカ）がすぐに製
品化を実現することは困難と言われています。しかしながら、今回
の事例は、製造メーカでもない障害者施設の「阿蘇くんわの里」が
大学と特許実施許諾及び技術援助契約を締結後、僅か５ヶ月弱で精
製馬油に関する新商品の量産が開始されたことに大きな意味を持っ
ています。
従って、
産学官の密接な連携の元で、シーズとニーズのマッチングとスムーズな
コーディネート活動によって、事業化にいち早く成功した典型的な事例
と言えます。
この成功のポイントは、
(1) 当該馬油の精製技術及び装置が、
ⅰ）シンプルであること
ⅱ）精製物の増量に見合った設備の増設がフレキシブルに対応できること
から、製造技術等の専門的な知識がなくとも量産化に着手可能なシステムであった。
(2) 本学の教員が、技術を懇切丁寧に伝授し、それを「阿蘇くんわの里」の職員が忠実に再現し、
馬油の高品位・量産化に対する弛まぬ努力を重ねた。
(3) 量産装置化に関しては、鳥取大学と障害者施設の双方に信頼される鳥取県内の量産装置メーカ
とアライアンスが組めた。
(4) 上記アライアンス及びライセンス業務に関して、鳥取・熊本両県の特許流通アドバイザーが連
携支援し、当該事業化に全面的かつ迅速なサポートを行った。
が挙げられます。
【本件に係わるお問い合わせ先】
鳥取大学 産学・地域連携推進機構 知的財産管理運用部門
電話 0857-31-6000
FAX 0857-31-5474
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：知財部門 ML／chiteki@adm.tottori-u.ac.jp
産学・地域連携推進機構 HP：URL／http://www.cjrd.tottori-u.ac.jp/
★『鳥取大学知的財産シーズ集 2009』は上記機構 HP 内に掲載しています。
http://www.cjrd.tottori-u.ac.jp/pccgi/wnew4/disp.cgi?num=20090528091344

＜参考＞
１．鳥取大学の特許流通事情（７Ｐ）
２．平成２１年５月１５日掲載記事（熊本日日新聞、８Ｐ）
３．平成２１年５月２８日掲載記事（日本海新聞、８Ｐ）
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＜参考１＞

鳥取大学の特許流通事情
『鳥取大学知的財産シーズ集 2009』に掲載

***メッセージ***

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

鳥取大学

＜技術移転概要＞
①製造技術を持たない
ライセンシーへの技術
移転
ａ．鳥取県内の装置
メーカへの技術指導
ｂ．ライセンシーへ
の馬油製造の技術指導

契約締結

鳥取県内企業
装置メーカ

九 州
障害者支援施設
自社ブランド新商品
馬油精製⇒化粧品、石鹸 etc
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量産設備請負契約

＜参考２・３＞

***メッセージ***

施設を利用している
皆さんが、人に喜ばれる
ものづくりに携わる事
で社会参加・貢献できる
ものと考えております。
このプロジェクトに御
協力いただきました斎
藤准教授・佐々木教授を
はじめ大学関係各位に
感謝します。
社会福祉法人

治誠会

障害者支援施設

阿蘇くんわの里
生活支援員
野口 隆
熊本日日新聞
平成２１年５月１５日掲載

***メッセージ***

この度の馬油精製装置
は、地元大学（鳥取大学）
のシーズを活用し県外
施設との連携で実現出
来た事例で、実用化には
斎藤先生のご指導また
大学知財そして鳥取県
産業振興機構のしっか
りした窓口での対応が
あり早期に実用化出来
たと思っています。
またこの事例は、我々
県内企業にとって今後
に繋がる意味ある事例
であり、更なる産学官連
携を推進し地域産業の
活性化と発展に努めて
参ります。

日本海新聞
平成２１年５月１５日掲載

カンダ技工㈱
＊＊＊刊 行 物 ＊＊＊

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

社長

中山清

＊＊＊ 特 許 相 談 ＊＊＊
相談員： 佐々木茂雄（部門長・教授） TEL：0857-31-6000(直通)（内線 2765）
山岸 大輔（副部門長・助教）TEL：0857-31-6094(直通)（内線 4072）
場 所： 産学・地域連携推進機構２F 知的財産管理運用部門
産学・地域連携推進機構 HP：URL／http://www.cjrd.tottori-u.ac.jp/
鳥取大学キャラクター「とりりん」
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