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９月の特許相談会 
 

※今月は鳥取地区で 2回開催されます。相談をご希望の方は予約をお願いします。 
       【鳥取地区１】 
   相談員：冨田憲史弁理士 
         （医獣・バイオ関係他）  
   日 時：９月１０日（木）13：30 より 
   場 所：産学・地域連携推進機構 会議室 

  

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

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

 

●鳥取県産業技術センターの役割 

鳥取県産業技術センターは平成１９年４月に、全国の公設試験研究機関と

しては３番目に地方独立行政法人となりました。当センターは、企業の皆様

のための研究室やホームドクターとして、技術相談・現地指導、依頼分析・

機器施設開放、共同研究、人材育成などによる技術支援を行っています。平

成２０年度の実績では技術相談・現地指導件数が９，４５５件、依頼試験件

数が２，０３９件、機器利用件数が２，１３５件に達するなど多くご利用い

ただいています。また、「液晶ディスプレイ製造中核」、「組込システム開発」、

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

等の人材育成においても、企業の技術者を受け入れるなど、多くの皆様にご

利用いただいています。 
 

●鳥取県産業技術センターの知的財産 

平成１８年度までに当センターにおいて発明し鳥取県が出願人となってい

た知的財産権は、独立行政法人化するにあたり鳥取県から譲与されました。

平成１９年度以降も研究開発成果による出願を積極的に行っています。 

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

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

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

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

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

●研究成果や知的財産権等の技術情報発信 

知的財産権に係わる情報については、センターのホームペー

ジに特許、意匠、出願中特許のうち公開特許公報分を紹介し、「使

ってみたい鳥取県版特許集２００９」には技術移転及び実施許

諾を前提に９件を紹介しています。 

また、今年度は「第８回産学官連携推進会議」（京都市：６月）

において研究や特許等の紹介を行いました。さらに「とっとり

産業フェスティバル」・「山陰発技術シーズ発表会 in とっとり」

（鳥取市：９月）で地域への技術シーズとして特許等を紹介す

るとともに、「知財ビジネスマッチングフェア２００９」（イン

テックス大阪：１０月）や「山陰発新技術説明会」（東京ＪＳＴ

ホール：１２月）において県内外へ広く技術情報を発信する予

定にしています。 
 
●各機関との連携 

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

携して、県内企業の製品開発や技術力向上のために技術支援を行っています。 

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

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

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

だいています。 

今後も弁理士、特許情報活用支援・出願・特許流通の各アドバイザーなどの

知的財産専門家の皆様との連携を深め、知的財産権の効果的・効率的な権利取

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

そんな地方独立行政法人鳥取県産業技術センターを目指していますので、

今後ともどうぞご利用下さいますようお願い致します。 

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

【巻頭言】 

地方独立行政法人鳥取
県産業技術センター 

企画管理部 企画室長

門脇 亙 氏 

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

表会 in 島根」を受けて、今回「山陰発技術シーズ発表会 in とっと

り」を開催します。 

 山陰地域における産学官のさらなる連携推進を図るため、各研究機

関の最新の研究成果、地元との連携を意識した技術シーズを発表いた

します。新技術導入や新商品開発にご関心のある方、産学連携のコー

ディネートに関わる方のご来場をお待ちしています。 

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

 

【プログラム】 

分 野 時間 発 表 シ ー ズ 発 表 者 

14:00～14:05 開 会 あ い さ つ 

ものづ
くり 

14:05 
～ 

14:25 

低摺動摩擦係数・高耐びびり性すべり直動案内の 
研究開発 

鳥取大学 工学研究科 
教授 小幡文雄 
助教 上原一剛 

14:25 
～ 

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

教授 李 仕剛 

IT 
14:45 
～ 

15:05 

サークルコードを用いた入力インターフェースと 
その応用 

米子工業高等専門学校 
 電子制御工学科 

教授 河野清尊 

15:05 
～ 

15:25 
排水からのリン除去・再資源化技術とその展開 

島根大学 
 生物資源科学部/産学連携センター 

教授 佐藤利夫 環境 
15:25 
～ 

15:45 
芦津の森(智頭町)の活用による森林価値の創造 

鳥取環境大学 環境マネジメント学科
教授 藤沼康実

15:45～15:50 休     憩 

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

16:00 
～ 

16:20 
塩水でも可能！野菜の養液栽培 

鳥取大学 
 乾燥地研究センター 

プロジェクト研究員 留森寿士
16:20 
～ 

16:40 
高品質な動物油脂の製造法 

鳥取大学 農学部 
准教授 斎藤俊之 

16:40 
～ 

17:00 

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

鳥取県産業技術センター 
 食品開発研究所 

研究員 高橋祐介 

農業 
・ 

バイオ 
・ 
材料 

17:00 
～ 

17:20 

カニ、エビ殻から抽出されるバイオナノ繊維 
“マリンナノファイバー” 

鳥取大学 工学研究科 
講師 伊福伸介 
教授 斎本博之 

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

産学官連携ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ 清水克彦

17:25～17:30 閉 会 あ い さ つ 

<連絡先> 

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

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

 国内最大規模の産学マッチングイベントとして 2004 年から開催

されています。鳥取大学では５つのシーズ発表をします。 

 知的財産管理運用部門としては、今回熊本県の社会福祉法人「阿

蘇くんわの里」に技術移転を果たした下記の発表とその商品展示を

準備しています。 

 

【アグリ・バイオ分野】 

★発表日時：９月１７日（木）13:00～13:30 

 発表場所：東京国際フォーラム（東京､有楽町）／セミナールーム１ 

 発 表 者：農学部獣医学科 齋藤俊之准教授 

 テ ー マ：高品質なオイルの精製法～動物油脂の製造方法～ 

【技術の概要】 

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

ウ、馬、エミュ等の動物油脂に関する安全な製造方法を確立。 

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

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

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

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

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

無臭･無刺激の純正品である。 
 

【展示内容】 

 上記技術をもとに、熊本県社会福祉法人「阿蘇くんわの里」で量産化に成功し、

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

 

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

発表日時／場所 分野 テーマ／発表者 

9 月 16 日（水） 
16:00～16:30 
ｾﾐﾅｰﾙｰﾑ１ 

ナノテク
ノロジー 

カニ、エビ殻から抽出されるキチン質のナノ繊維 
“マリンナノファイバー” 

工学研究科 化学･生物応用工学専攻

講師 伊福伸介
教授 斎本博之

9 月 16 日（水） 
14:30～15:00 
ｶﾞﾗｽ棟 G610 

もの 
づくり 

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

教授 小幡文雄

9 月 17 日（木） 
11:30～12:00 
ｶﾞﾗｽ棟 G610 

医 療 
・ 

健 康 

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

教授 簗瀬英司

9 月 18 日（金） 
16:00～16:30 
ｶﾞﾗｽ棟 G602 

IT 
ヒット現象の数理モデルを用いたブログによるＩＴマーケティング

工学研究科 機械宇宙工学専攻

教授 石井 晃
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 紹介します！  シリーズ第１１回 －岡崎敏夫－ 

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

 

研究・地域連携課に配属になってはや２ヶ月、今までとは全く異なる仕事

で日々周りの方々に助けられ右往左往しながら、少しでも早く知財部門の

役に立てるよう努力していきたいと思います。 

 

------雑感---------- 

２０００年夏に「オスタンキノ・タワー」というロシアの巨大テレビ塔で

火災が起きて、テレビが見られなくなった人々が、こぞって新聞を買い、

映画館には長蛇の行列ができたそうです。 

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

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

に係わることになって当時のこのニュースをふと思い出しました。 

 

「風が吹いて土埃りが舞い立つ」 

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

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

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

  脳に認識させる人工アイが人気なのかも 
 

「三味線に使う猫皮がたくさん必要になり、ネコが殺される」  

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

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

 ａ．ネズミのシッポは気色悪いので、シッポのないネズミを開発 

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

 ａ．ネズミがかじると必ず虫歯になる塗料の開発 

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

 ａ．５倍の早さで育つ杉の開発 

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

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

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

生ぬるい私の脳みそには、なかなかひらめいてくれませんが…。

岡崎敏夫氏 

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

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

 

開催月日： ７月２４日（金）１０：００～１7：００ 

場  所： キャンパスイノベーションセンター［東京都港区］ 

 

Ⅰ．技術説明会 

多くの聴講者が出席のもと本学からは以下の２つの新技術説明を行いました。 

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

ください。 

 

 

Ⅱ．新技術説明会【個別相談】 

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

等の熱心な質問・意見が多くありました。 

 

Ⅲ．新技術説明会【ポスター会場】 

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

配布しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

番   
号 

開始
時間 

終了
時間 

タイトル 発表者 来場者

Ａ5 11:40 12:00 
RNA 干渉による簡便かつ低コス

トの複数遺伝子同時機能抑制 
河野 強 農学部 

生物資源環境 

学科 
35 

B11 14:40 15:00 
バイオディーゼルの安価な製造

法のための新触媒 
片田 直伸 

大学院 

工学研究科 

化学・生物応用 

工学専攻 
67 

ポスター展示 

西村 強氏 

片田 直伸氏（中央）
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特許情報活用セミナー（後援）報告 
 

平成２１年度は特許情報活用セミナー「特許電子図書

館で特許を調べよう！」（鳥取県、鳥取県知的所有権

センター他主催、講師：村上耕一特許情報検索支援ア

ドバイザー）を中国地域産学連携コンソーシアムが後

援しました。 

清水産学官連携プロデューサーからコンソーシア

ムの事業紹介およびシーパスネットの説明が行われ、

参加者の皆さんからはぜひ利用してみたい、機会があ

れば利用したいという声を多数いただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 

 

産学連携学会第７回大会報告 
 

「産学連携に関する諸課題を専門的実践者の立場から取り扱う

ため、学識経験者や実務家などが広く交流し、相互に啓発支援し

あう場となること」を趣旨とする産学連携学会の第７回大会が開

催されました。本学からは知的財産管理運用部門が参加し、ポス

ターセッション(写真上)とオーラルセッション(写真下)におい

て研究成果の発表を行い、活発な質疑応答が行われました。 

 

日 時：８月１７日（月）～１８日（火） 

会 場：福井市商工会議所（福井市西木田） 

発 表 

 ①ポスターセッション／発表者：山岸大輔（副部門長・助教） 

「鳥取大学における知的財産動向の分析を踏まえた 

活用評価システムの考察」 

 ②オーラルセッション／ 

発表者：清水克彦（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究員・産学官連携ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ） 

「自己組織化マップを用いた地域ブランドの実態と評価」 

会場 日時 テーマ 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

経済産業省は８月２４日に、商標制度、模倣品の取締り、不正競争の防止

等の知的財産保護分野における日中双方の交流及び協力の強化を図ること

を目的にした覚書を中国政府と締結した、と発表がありました。 

 この締結の中味は、 

 

 

 

 

 

が主体となっています。 

 

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

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

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

います。 

具体的には、 

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

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

まり強化をしているにも関わらず、実態として後を絶たない状況にあること、 

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

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

伴う知的財産取扱い上のトラブルが多発していること、 

(3)「青森（チンミャン）」や「讃岐うどん」など、日本の安心・安全の象徴

と言える日本の地名やそれに似た商標登録の出願が近年急増していること、

などが挙げられます。 

 

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

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

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

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

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

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

場 所： 産学・地域連携推進機構２F 知的財産管理運用部門  

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

＊＊＊刊 行 物 ＊＊＊ 
 
知財部門ニュース 9月号 
＜29 号＞（通番 59 号、 
 2009 年 9 月 1日発行） 
 
編集： 
 知的財産管理運用部門 
 
発行:鳥取大学 
 産学･地域連携推進機構 

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

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

を実施すること、 

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

専門家の派遣などを通じた人材育成にも取り組むこと、 

知財トピックス 


