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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。 
       【鳥取地区】 
   相談員：滝本智之弁理士 
         （電機・機械関係他）  
   日 時：１０月１３日（火）13：30 より 
   場 所：産学・地域連携推進機構 会議室 

  

 ＜お知らせ＞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）

       12 月相談会予定 冨田弁理士 12/11（金・米子地区で実施） 滝本弁理士 12/14（月） 
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  産学・地域連携推進機構 

知財部門ニュース 
３１号
(通番 60 号)

2009 年 10 月刊

【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（水）13：30 より 
   場 所：医学部 学務・研究課 第２会議室

ヒガンバナ 
（産学・地域連携推進機構 駐車場） 
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「リサイクル技術の開発による地域貢献を目指して」 

 

鳥取県生活環境部 

衛生環境研究所 

所長 三木文貴 
 

鳥取県衛生環境研究所では、「県民の安全確保と豊かな環境確保のた

めの調査研究拠点機能の発揮」をミッションとして、新型インフルエン

ザを始めとした感染症や食の安全確保のための危機管理対応、黄砂や地

球温暖化などの地球的規模の環境問題、湖沼の水質浄化・再生、循環型

社会の構築などの地域的環境問題に取組むとともに、環境を基軸とする

グリーンニューディールにも積極的に取組んでいます。 
 

県内産業の活性化や雇用創出につなげる戦略である「とっとり発グリーンニューディール」に

ついては、２０１１年のアナログ停波に伴って大量に廃棄されるブラウン管ガラスのリサイクル

技術の開発に取組んでいます。 
 

ブラウン管ガラスには大量の鉛が含有されており、これまではブラ

ウン管への再利用しかリサイクルの途がありませんでした。今後ブラ

ウン管へのリサイクルはなくなるため、新たなリサイクル用途を開発

することが喫緊の課題となっています。しかし、ガラス中の鉛を除去

する技術が確立されていないため、現在のところリサイクルの目途が

立っていません。 
 

この鉛除去技術の開発は高度な研究ではありますが、これまでに当研究所が取得した「発泡ガ

ラスの製造方法及び発泡ガラス」の特許技術や蓄積した重金属に関する科学的知見を活用しなが

ら、国立環境研究所や鳥取大学と連携しながら取組んでいます。 

 この研究で得られた新技術等については、特許等として鳥取県の知的財産として確保していく

とともに県内での新たな産業創造や県内企業の雇用創出に繋げていきたいと考えています。 
 

当研究所では、今後も地球環境問題や地域環境の課題の解決、健

康危機管理の対応等、諸課題に向けての取組みを強化し、県民の皆

さんに役立つ研究成果があげられるよう関係機関等と連携をとりな

がら取組んでいきたいと考えています。 

 

 

【巻頭言】 

 三木文貴氏 
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 平成２１年９月１３日（日）に「山陰発技術シーズ発表会 in とっとり」

を「とっとり産業フェスティバル２００９」内で開催しました。［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、場所：とりぎん文化会館（鳥取市尚徳町）］ 

 

本学５人の教員の皆様をはじめ、島根大学、鳥取環境大学、米子工業

高等専門学校、鳥取県産業技術センターから講師の先生方にお越しいただき、技術シーズを紹介してい

ただきました。講師の先生方、熱心に受講いただいた皆様にこの場を借りてお礼申し上げます。 

今後、これら技術シーズが企業様との共同研究や技術移転に発展し、地域のイノベーション創出につ

ながることをきたしております。 

「プログラム」の詳細は、知財部門ニュース 30 号（9 月号、通番 59 号）をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国地域産学官連携コンソーシアム 第２回外部評価委員会 報告 

本学では昨年より文部科学省産学連携戦略展開事業（戦略展開プログラ

ム）として中国地域産学官連携コンソーシアム事業（愛称：さんさんコンソ）

に取り組んでいます。７名の外部評価委員および正会員、特別会員にご出席

いただき、第２回外部評価委員会が９月３０日（水）ホテルニューオータニ

鳥取 鳳凰東の間で行われました。事務局から平成２１年度上期の業務報告

と下期計画が説明され、７名の外部評価委員からご意見を賜りました。事業

は順調に進んでおり、さらに発展することが期待されました。 

 本年度下期は技術情報満載のウェブマッチングシステム「シーパスネット」への登録企業を増加させ

ることに注力いたします。ご利用は無料ですので、ぜひご登録の上、ご利用ください。詳しくはさんさ

んコンソホームページ http://sangaku-cons.net/をご覧いただくか、知財部門までお問い合わせくださ

い。 

分 野 発 表 シ ー ズ 発 表 者 

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 

鳥取大学 工学研究科 
教授 小幡文雄  
助教 上原一剛  

IT 
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  

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 

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  

農業 
・ 
バイ
オ 
・ 
材料 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  

 
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 

報告！ 
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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--  報報告告  

 ９月１６日（水）～１８日（金）、鳥取大学産学・地域連携推進機構は国内最大級のマッチン

グフェアである「イノベーションジャパン 2009－大学見本市－」に出展しました。 

 

 知的財産管理運用部門としては、熊本県の社会福祉法人「阿蘇くんわの里」に技術移転し商品

化に成功した農学部獣医学科 齋藤俊之准教授の新技術説明会とその商品展示をしました。 

 新技術説明会は、その他下表４件についても講演が実施され、展示会場あるいは講演後の個別

相談で多くの相談者が訪れた実のある見本市となりました。 

 今後、知的財産管理運用部門ではこの５件の案件について、知的財産を核とした共同研究等次

のステップに繋がる活動を展開する予定です。 

「イノベーションジャパン 2009－大学見本市－」の詳細は、知財部門ニュース 30 号（9 月号、通番 59 号）をご覧ください。 
 

発表日 分野 テーマ／発表者 
聴講者 

名刺交換

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

51 名 

43 社 
9／16
（水） 

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

22 名 

29 社 

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

47 名 

68 社 9／17
（木） 

 アグリ・ 

バイオ 

高品質なオイルの精製法～動物油脂の製造方法～ 
農学部獣医学科 斎藤俊之准教授

19 名 
31 社 

9／18
（金） 

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
25 名 

32 社 
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平成２１年度インターンシップ実習生は２名（工学部４年生と大学院工学研究科１年生）でした。 

実習内容は次のとおりです。 

【事前演習】 

実 習 日：８月３日（月） 

内   容：オリエンテーション 

   知財の基礎・特許情報調査のあり方・発明のポイント 

   平成２１年度パテントコンテスト（文部科学省他主催） 

   の説明他 

対応責任者：佐々木知的財産管理運用部門長  

場   所：鳥取大学 産学・地域連携推進機構 会議室  

 

【実習（１）】 

期 間：８月１１日(火)・１９日（水）・２８日(金)、９月１８日(金) 

実習生：１名 

場 所：工学部大学院棟 JP－NET 室、 

対応責任者：佐々木知的財産管理運用部門長 

 滝本智之弁理士（滝本特許事務所、客員教授） 

実習内容： 

パテントコンテストでは大学院生には応募資格がないため、工学部学生１名のみがパ

テントコンテストに応募しました。 

考案した発明アイデアをまとめ、特許庁電子図書館を利用して特許情報検索（自分の

アイデアと類似又は同様な案件を調査）して得た特許公開広報を、実際に作成した応

募書類に添付して提出しました（９月１８日付郵送）。 

 

【実習（２）】 

期 間：９月２８日(月) から９月３０日(水)の３日間 

実習生：２名 

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、客員教授）、 

      山田卓二弁理士（青山特許事務所） 

      引率者（佐々木部門長、山岸副部門長） 

実 習 内 容：自分の考案した発明の明細書を作成することを目的に、発明の把握や請求範囲

の作成ポイント等の説明を受け、最終日に完成した特許明細書について評価と意見

交換を行いました。 

 
【まとめ】       

 今回のインターンシップ実習では、パテントコンテスト応募や特許事務所での

特許明細書の作成を中心に、発明のポイント整理と先行技術調査、明細書作成な

ど、一連の特許実務を経験・学習しました。短期間でしたが、2 名の学生自身が

熱心に取組んだ成果もあって、特許として十分通用するレベルとなりました。今

後、この経験を研究や技術開発に生かし、活躍してもらえることを期待します。 

 最後に本インターンシップでご指導頂いた弁理士の滝本先生、山田先生および

冨田先生を初め、青山特許事務所の皆様に厚く御礼申し上げます。 

知的財産インターンシップ実習報告!! 
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本学では様々なメディアを活用して、知的財産に係わる情報公開を行っています。 

特にＷＥＢ上での知的財産情報公開については、産学･地域連携推進機構のホームページを主体に、学内の

教職員を対象とした知的財産全般にわたる知識・意識を高める情報を満載しています。 
 

ⅰ）知的財産管理運用部門や部門スタッフの紹介と主な活動 
ⅱ）発明規則等の内容 
ⅲ）知的財産についての手続きの手順と各届出書の雛形を掲載 
ⅳ）定例の特許相談会の日程 
ⅴ）先行技術調査のための JP-NET の活用方法  等 

 
 また、学内の教職員だけではなく、学外の企業の皆様に対しても閲覧が可能です。 

 
ⅰ）ライセンス情報・・・鳥取県版特許集と鳥取大学版特許集（2009 年 3 月発刊）の掲載データ、 
ⅱ）出展・発表したシーズ情報・・・ 

本学の単独出願で、科学技術振興機構（JST）主催イベント（新技術説明会等）
の電子データ 

 
大学で創出された様々な知的財産が活用していただくための発信を行っています。 

是非、一度ご利用下さい。

◎産学･地域連携推進機構Ｈ．Ｐ （学内）http://www.cjrd.tottori-u.ac.jp/ 

【知的財産管理運用部門が管理する情報発信】 

①機構・知的財産管理運用部門のページ http://www.cjrd.tottori-u.ac.jp/pccgi/wnew4/list.cgi?cate=52 

 

知的財産管理運用部門の紹介と主な活動について掲載 

スタッフとその専門分野、連絡先を掲載 

同左 

知的財産管理運用部門のポリシーを掲載 

新の情報を提供し、学内外の説明会等の情報案内を掲載 

相談会の日程を掲載 

JP-NET の活用方法についての紹介を掲載 

同左 

2009 年 3 月に発刊した鳥取大学のシーズ集を掲載 

関連サイトの案内を掲載 

②知的財産についてのページ http://www.cjrd.tottori-u.ac.jp/pccgi/wnew4/list.cgi?cate=51 

 

 

 

 

 

 

 

 

権利の種類、保護対象や条件、保護期間を掲載 

出願までの流れの説明、手続方法、規則、書類管理等を掲載 

手続きの手順と各届出書の雛形を掲載 

知財方針、発明規則、発明発明規則実施要項を掲載 

鳥取県の知的財産の情報掲載サイトの紹介を掲載 

鳥取県版特許集と鳥取大学版特許集（2009 年 3 月発刊）の掲載データ 

が電子で閲覧可能（PDF） 

鳥取大学の知的財産情報公開について
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サイト名・URL・本学使用目的（登録件数） サイトの説明・本学活用例 

 

 
http://www.sangakukan.net/chugoku/ 

使用目的：登録（ｼｰｽﾞ153件）、閲覧、活用（技術移転等）

 
鳥取大学が岡山大学とともに実施する「中国地域産学官連携コンソーシアム」
（愛称さんさんコンソ）の運営するサイトです。 
ＣＰＡＳ-Ｎｅｔは、どなたにも簡単にお使い頂ける、産学官連携マッチングシステム
で「特許情報データ」「シーズ情報」「ニーズ情報」「ＩＤ情報」で構成されています。
また、「さんさんコンソ」ホームページ ttp://www.sangaku-cons.net/では
「一押し技術」や「面的特許技術」の紹介など、技術シーズの活用や移転に関す
るユニークな取り組み、人材育成プログラムの紹介などが満載です。 

 

 
http://nic.nomura.co.jp/index.htm 

使用目的：登録（12件）、閲覧、活用（技術移転等） 

 
野村證券株式会社が運営する、大学のシーズを有効活用するためのサイトで
す。 
大学で創出された知的財産を全国の企業で有効に活用するための情報提供の
サイトで、中小企業を対象としたシーズを掲載しています。 
大学側は、全国の企業が利用できるシーズを掲載し、大学と企業の当事者同士
でマッチングに係わる交渉を直接進めることができます。Web上での掲載案件を
大学が常時入れ替え可能です。 
 

 

http://jstore.jst.go.jp/ 

使用目的：登録（23件）、閲覧、活用（技術移転等） 

 
(独)科学技術振興機構(JST)の運営するサイトです。 
J-STORE は、ＪＳＴが大学・国公立試験研究機関から収集した研究成果やJST
の基礎的研究等の研究成果をインターネットを通じて広く一般に提供し、企業へ
技術移転、実用化を促進することを目的としている無料のデータベースです。本
学から出願し新技術説明会等のJSTが主催するイベントに出展・発表したシーズ
を登録しています。 

 

 

http://www.ryutu.inpit.go.jp/db/index.html# 

使用目的：登録（40件）、閲覧、活用（技術移転等） 

 
特許庁が、（独）工業所有権情報・研修館（INPIT）を通じ提供する行政サービス
です。活用可能な膨大な開放特許を、産業界、特に中小・ベンチャー企業に円滑
に流通させ実用化を推進していくため、企業や研究機関・大学等が保有する提
供意思のある特許をデータベース化。「ライセンス情報」、「ニーズ情報」および
「開放特許活用例集」の検索ができ、インターネットを介して無料で提供していま
す。鳥取県版特許集のシーズを、このサイトに情報として逐次に登録・発信して
います。 
  

 

http://www.ryutu.inpit.go.jp/RTPatents/ 

使用目的：登録（1件）、閲覧、活用（技術移転等） 

 
特許庁が、（独）工業所有権情報・研修館（INPIT）を通じ提供する行政サービス
です。本サービスで提供される「リサーチツール特許」とは、ライフサイエンス分
野において研究を行うための道具として使用される物又は方法に関する日本特
許です。これには、実験用動植物、細胞株、単クローン抗体、スクリーニング方
法などに関する特許が含まれます。本データベース構築により、リサーチツール
特許使用の円滑化を図り、リサーチツール特許に関する紛争を未然に回避する
のが目的です。本学のリサーチツール特許も掲載しています。 

 

http://www.aff-chizai.net/index.html 

使用目的：登録、閲覧、活用（技術移転等） 

 
社団法人農林水産技術情報協会が農林水産省の補助を受けて運営するサイト
です。 
農林水産分野の知的財産に関わる大学及び公的研究機関や企業等との連携を
推進し、知的財産による新事業の創出等産業の発展に貢献することを目的とし
ています。 
同サイトの「Ａｆｆ－ｃｈｉｚａｉサーチ」は、品種情報と、特許情報を一元的に提供する
統合検索システムで、 各品種の許諾可否や種の入手先、関係する特許情報な
どきめ細かな情報が提供されます。 

 

 

http://e-seeds.jp/ 

使用目的：閲覧、活用（技術移転等） 

 
(独)科学技術振興機構（ＪＳＴ）が運営するサイトです。 
技術シーズ統合検索システム（e-seeds.jp）は、大学や公的研究機関から生まれ
た研究成果を社会で活用していただくためのサイトです。 
同サイトから鳥取大学 産学・地域連携推進機構のホームページ内のコンテンツ
「学内研究シーズ」と「ライセンス情報一覧」にリンクでき、双方に掲載されたシー
ズ情報を閲覧できます。 

鳥取県知的財産ポータルサイト 

http://www.tottorichizai.com/ 
使用目的：閲覧、活用（技術移転等） 

 
鳥取県が運営するサイトです。 
鳥取県内各機関の知的財産に関するイベント等の情報の発信や県内技術の検
索に活用されることを目的にしています。 
『使ってみたい鳥取県版特許集』（鳥取県知的所有権センター刊）に本学のシー
ズを掲載しており同シーズ集は、産学金官連携活動の実績的企画として県内企
業、大学等および公設それぞれが保有し、技術移転を希望している特許シーズ
を集め掲載しています。  

 
http://pr.jst.go.jp/jdream2/index.html 

使用目的：閲覧 

 
(独)科学技術振興機構（ＪＳＴ）が運営するサイトで日本 大の科学技術文献情
報データベースです。 
科学技術や医学・薬学関係の国内外文献情報を手軽に検索でき、収録文献は
5,100万件で、科学技術の全分野にわたり網羅的に収録されており、研究者や技
術情報担当者に幅広い支持を受け、使われているデータベースです。 
本学では附属図書館HPから閲覧可能です。 

（「論文などを探す」から「JSTpatM（JdreamⅡ）」を選んでログイン）

◎学外利用サイト 
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＊＊＊ 編集後記  ＊＊＊ 
 旅先で生成色に近い白いヒガンバナを偶然見つけました。でも次の日には切り取られていまし
た。あ～もっと見たかったのに（＞_＜｡） 
 各地域では秋のイベントが目白押しですが、鳥取大学でも１０月９日から１２日まで風紋祭で
賑わいます。今年はどんな学園祭になるのでしょう、楽しみですね。 
 来月号は「山陰(鳥取・島根)発新技術説明会」開催内容をお知らせします。今後の定例特許相
談予定日は決まり次第お伝えしていますが、変更になる場合もあるので必ずご確認ください。 
 

＊＊＊ 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 10 月号 
＜31 号＞（通番 60 号、 
 2009 年 10 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 

鳥取大学公開講座 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

この中には、当知的財産管理運用部門長の講座もあります。 

 

 テーマ：知っていると役に立つ情報分野における著作権等 

 時 間：１２：４０～１４：１０ 

 講 師：佐々木茂雄知的財産管理運用部門長・教授  

 所 属：鳥取大学 産学・地域連携推進機構 知的財産管理運用部門 

鳥取大学の知的財産を活用した製品の記者発表 
 

9 月 14 日、株式会社シャルビーは発明者である農学部南

教授らとともに、鳥取大学の研究成果を活用した製品（美

容保湿クリーム）の発売を平井鳥取県知事（於県知事公邸）

に報告しました。この研究成果を活用するにあたり、鳥取

大学と株式会社シャルビーとは 2009 年 8 月に特許実施許

諾契約を締結しています。 
 
［補足］9/17 付日本海新聞・山陰中央新聞に関連記事掲載 
 

※発明に関する情報  

出願番号：PCT/JP2005/008884（公開番号 WO2005/112948） 

名称：創傷の治療又は処置のための薬剤 

出願人：国立大学法人鳥取大学 発明者：農学部教授 南三郎、岡本芳晴  

（鳥取大学 HP より、内容一部追加） 


