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１１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：１１月１１日（水）13：30より 

       （注：相談日を変更しました） 

   場 所：産学・地域連携推進機構 会議室 
 
 ＜お知らせ＞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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～ 鳥取県農林業に役立つ知財をめざして ～ 

鳥取県農林水産部 
農林総合研究所  

所長 足立恵一 

鳥取県農林水産部農林総合研究所として組織が新たに立ち上がった

のは昨年４月からです。農林関係の試験研究機関を一つの組織にして

効率がよく効果的な研究ができるように再編されました。 

最も重要な点は外部評価制度の導入です。様々な立場の方々に研究

課題を評価をしていただくことにより県民の皆様の目線で課題を捉

え、さらに、研究課題や評価結果を公表にすることにより透明性の高

い、わかりやすい試験研究を行うということです。 

また、各試験場をまたいだ課題についても連携がとりやすくなり、綿密な情報交換によって円

滑な取り組みができるようになると考えています。 

技術普及室も組織の中に入れて、各試験場の研究成果が速やかに普及活動を通じて生産現場に

伝わり農林業経営の改善に役立つようにしています。一つでもたくさんの研究成果が鳥取県農林

業の振興に微力でも役立つものになるようにと願っています。 
 

知的財産（品種育成・特許）の取得については研究所としても重点的な業務の柱

として位置づけています。農林試験研究機関としての性格上、新品種育成が主体と

なってきます。最近では梨、長いも、稲、大豆、杉、菌茸、西瓜、芝、柿などの新

品種が登録、公表されています。近年の農林業では産地間の競争が激しくなってお

り、他県産地ではまねのできない高品質の、ブランド化に結びつくような産品が求

められています。そのためにも、産地振興の切り札の一つとして新品種が大きな力

を発揮して欲しいという期待感があります。 
 

特許関係も幅の広い分野から登録に向け

て公開、出願がなされています。最近では園

芸試験場の研究員が考えて「加工ラッキョウ

およびその処理方法」という名称で出願した

「黒ラッキョウ」が話題を呼んでおります。

担当者は各方面からの問い合わせが殺到し

ており交通整理に追われております。ラッキ

ョウの消費を伸ばすために考えた発想が、ふ

としたきっかけで注目を集め、大きな成果の

予感が見えてきたような気がします。この特

許については鳥取大学を始め多くの関係機

関との連携がさらに大きな成果につながる

のではないかと考えているところです。 
 

研究所といたしましては生産現場に軸足

を置きながら役に立つ知財の開発に取り組んでまいりたいと思います。いろいろな場面で、ご指導

もいただきながら共に進んでまいりたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

【巻頭言】 

足立恵一氏 

 

「ラッキョウの機能性を高める新たな加工方法」 

       生物工学研究室 研究員 森本 隆義 

 
＜黒ラッキョウ＞ 

完熟した生のラッキョウ

を、特殊な条件で蒸し焼

き加工します。 

    （特許出願済） 

 

  ～特徴～ 

 １）ラッキョウ独特の臭いが消え、糖度が４０度と高い

ため、食べやすい。 

 ２）血液サラサラ効果が期待されるシクロアリイン含有

量が、生のラッキョウの約２倍以上。 

 ３）ガンや生活習慣病の予防が期待される抗酸化力が、

生ラッキョウの20倍に増加！！ 

（黒ラッキョウ１粒がトマト１個分に相当） 
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－ここで始まる産学官連携。未来につながる技術シーズ満載！－ 

 
 
今年で６回目になる農林水産省主催のアグリビジネス創出フ

ェア 2009 に鳥取大学農学部が出展します。知的財産管理運用

部門ではその展示スペースの一小間に次のとおり出展します。 

当部門ではこの出展により、今後の共同研究および知的財産活

動の促進を期待しています。 

開催月日：１１月２５日（水）～２７日（金） 

会  場：幕張メッセ 展示ホール（千葉県千葉市） 

テーマ：農学系知的財産活用事例紹介 

農学系知的財産を活用して商品化に成功した事例

を紹介して、農学系シーズのマッチングをサポート 

 

事例紹介企業 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山陰発新技術説明会

②株式会社 ＨＡＭＡＮＯＨ（鳥取市） 
特許製品名 ：体元水（飲料水） 

出展予定内容：体元水の試飲 

発明者(学内）：岡本芳晴・重政好弘・竹内崇 

特許公開番号：特開 2006-314275他 
 
＜発明のポイント＞ 
にんにくや野草などの原料を混合したのち、所定時間エアレーションし、濾過したところ、無味
無臭の混合液の調製に成功した。この混合液を、摂取したところ生理活性効果が認められ、各種
動物実験において、その効果を特定・証明した。 

 

③社会福祉法人 阿蘇くんわの里（熊本県）及び 有限会社 カンダ技工（米子市） 
特許製品名 ：くんわオイル（馬油） 

出展予定内容：くんわオイルの試供 

発明者(学内）：斎籐俊之 

特許公開番号：特開 2007-13179 
 

＜発明のポイント＞ 
本発明は、動物の脂肪組織の加熱にマイクロ波を使用することにより、脂肪組織の破壊、油脂成
分の融解などを同時に行うものである。その効果として、従来法に比べて油脂変質の防止、簡単
な処理操作および処理時間の短縮が可能となった。 

①株式会社 シャルビー（鳥取市） 
特許製品名 ：ほほうるる（化粧品） 

出展予定内容：ほほうるるの試供体験マッサージ 

発明者(学内）：南三郎・岡本芳晴 

特許公開番号：ＷＯ2005／112948 

 
＜発明のポイント＞ 
従来、キチンに創傷治癒促進効果があることは知られているが、皮膚再生に関する情報はなかっ

た。本発明では皮膚再生に関して高分子キチンにはその効果はなく、その構成単糖であるN-アセ

チル-D-グルコサミン（GlcNAc）にその効果を証明した。 
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「中国地域さんさんコンソ新技術説明会」開催 

 

鳥取大学が岡山大学とともに実施している文部科学省産学官連携

戦略展開事業（戦略展開プログラム）「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＞では新技術説明会を開催す

ることとなりました。＜さんさんコンソ＞の会員校２２校のうち、

７校１８件の技術シーズを発表いたします。 

それぞれの大学、高専選りすぐりのシーズですので、ぜひご来場

の上、説明をお聞きください。 

日時：2009年 11月 26日（木）、11月 27日（金） 

場所：科学技術振興機構 JSTホール（東京・市ヶ谷） 

主催：岡山大学、鳥取大学、科学技術振興機構 

プログラムと発表案件の概要：

http://jstshingi.jp/sansan/2009/index.html 

 

鳥取大学からは工学研究科社会基盤工学専攻准教授谷口朋代先生に「桁端衝突時の固定支沓破壊防止

（ダンパーを用いた衝撃吸収経路の付加）」のタイトルでご発表いただきます。本案件は昨年３月に出

願され、早期審査によりすでに権利化された発明です。 

知的財産情報：【特許番号】4336857、【特許権者】鳥取大学、【発明者】谷口朋代 

発表分野、タイトル、講師は次の通りです。 

2009年 11月 26日（木）10:00～16:40 

＜材料・加工＞ 二酸化炭素のエポキシへの固定化触媒の開発による環状炭酸エステルの合成 
岡山大学 大学院自然科学研究科 機能分子化学専攻（工学部物質応用化学科）教授 酒井 貴志 

＜バイオ・医療＞ 高度特異的タグシステムを利用した新規ペプチド創薬 
岡山大学 大学院自然科学研究科 機能分子化学専攻 助教 今中 洋行 

＜バイオ・医療＞ タンパク質カチオン化技術の医用工学への応用 
岡山大学 大学院自然科学研究科 機能分子化学専攻 准教授 二見 淳一郎 

＜バイオ・医療＞ ブドウ球菌によるバイオフィルム形成阻害剤と医療機器への応用 
就実大学 薬学部 薬学科 准教授 塩田 澄子 

＜土木・建設＞ 桁端衝突時の固定支沓破壊防止（ダンパーを用いた衝撃吸収経路の付加）  
鳥取大学 大学院工学研究科 社会基盤工学専攻 准教授 谷口 朋代 

＜環境・エネルギー＞ 温泉を熱源とする温度差エンジンの出力向上技術 
米子工業高等専門学校 機械工学科 准教授 森田 慎一 

＜環境・エネルギー＞ 岡山大学グリーンフェライトの新機能 
岡山大学 大学院自然科学研究科 先端基礎科学専攻 教授 池田 直 

＜環境・エネルギー＞ p型有機芳香族分子と n型フラーレン分子系の接合による太陽電池開発 
岡山大学 大学院自然科学研究科 機能分子化学専攻 教授 久保園 芳博 

＜環境・エネルギー＞ 石炭灰の有効利用 
岡山大学 大学院環境学研究科 資源循環学専攻 教授 三宅 通博 

 2009年 11月 27日（金）10:00～16:30 

＜情報＞ Mobile Mapping System による道路の 3Dモデル構築とその応用 
岡山理科大学 工学部 情報工学科 准教授 島田 英之 

＜情報＞ プロジェクタとカメラを利用した、ワンショットスキャンによる動的シーンの形状計測 
広島市立大学大学院 情報科学研究科 知能工学専攻 講師 古川 亮 

＜情報＞ 可逆圧縮符号化技術及び三次元カラーバーコード・システム 
島根大学 総合理工学部 数理・情報学科 講師 六井 淳 

＜情報＞ 匿名認証技術を高度に実現する代数計算ライブラリ 
岡山大学 大学院自然科学研究科 産業創成工学専攻 助教 野上 保之 

＜情報＞ グループ署名を用いた匿名認証 
岡山大学 大学院自然科学研究科 産業創成学専攻情報通信システム学講座 准教授 中西 透 

＜情報＞ 映像フィードバックを利用するバーチャルスポーツシステム  
近畿大学 工学部 情報システム工学科 准教授 田中 一基 

＜ものづくり＞ 視覚障害者のための盲導犬ロボットの開発とガイド機器の可能性 
広島大学 産学連携センター 新産業創出・教育部門 教授・部門長 三枝 省三 

＜材料・加工＞  カーボンナノチューブ超分散技術を利用した導電性・光機能性薄膜材料 
岡山大学 大学院環境学研究科 資源循環学専攻 准教授 高口 豊 

＜バイオ・医療＞  潤沢な資源を用いた新規タミフル製造技術 
岡山大学 教育学研究科、自然科学研究科兼坦 理科教育講座 准教授 石川 彰彦 

http://jstshingi.jp/abst/2009/sansan/program.html#261
http://jstshingi.jp/abst/2009/sansan/program.html#262
http://jstshingi.jp/abst/2009/sansan/program.html#263
http://jstshingi.jp/abst/2009/sansan/program.html#264
http://jstshingi.jp/abst/2009/sansan/program.html#265
http://jstshingi.jp/abst/2009/sansan/program.html#266
http://jstshingi.jp/abst/2009/sansan/program.html#267
http://jstshingi.jp/abst/2009/sansan/program.html#268
http://jstshingi.jp/abst/2009/sansan/program.html#269
http://jstshingi.jp/abst/2009/sansan/program.html#271
http://jstshingi.jp/abst/2009/sansan/program.html#272
http://jstshingi.jp/abst/2009/sansan/program.html#273
http://jstshingi.jp/abst/2009/sansan/program.html#274
http://jstshingi.jp/abst/2009/sansan/program.html#275
http://jstshingi.jp/abst/2009/sansan/program.html#276
http://jstshingi.jp/abst/2009/sansan/program.html#277
http://jstshingi.jp/abst/2009/sansan/program.html#278
http://jstshingi.jp/abst/2009/sansan/program.html#279
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山  陰（鳥  取・島  根）発  

新 技 術 説 明 会 
大学・公設試発のライセンス可能な特許（未公開特許を含む）を発表！  

発明者自身が、企業関係者を対象に実用化を展望した技術説明を行い、広く実施企業を募ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

プログラム（鳥取大学のみ抜粋） 
 

発表時間 番号 分野 題  名 / 発表者（所属・氏名・職名） 

11:50～12:20 ３ 環 境 原子状に微細化した安価な高活性パラジウム触媒による機能性材料合成反応 

                                鳥取大学大学院工学研究科 奥村 和 助教 

    

    

 

 

 

13:40～14:10 ４ 医療・健康 魚油に含まれる多価不飽和脂肪酸の心房細動予防作用 

鳥取大学医学系研究科 久留一郎 教授 

  
 
 
 
 
 
 
14:10～14:40 ５ 医療・健康 細菌糖鎖を利用したワクチンと分析・診断ツールの開発 

鳥取大学農学部 山崎良平 教授 
 

 
 
 
 
 

16:50～17:20 ９ ものづくり・計測 二方向観察による三次元顕微鏡システムの開発 
 鳥取大学大学院工学研究科 中井 唱 助教 

 

２００９年１２月 ８日（火）１０：３０～１７：３０ 

科学技術振興機構 JSTホール（東京・市ヶ谷） 

主催：国立大学法人鳥取大学 国立大学法人島根大学 
   地方独立行政法人鳥取県産業技術センター 島根県産業技術センター 
   中国地域産学官連携コンソーシアム 独立行政法人科学技術振興機構 
後援(予定)：鳥取県 島根県 財団法人鳥取県産業振興機構 財団法人しまね産業振興財団 
  独立行政法人中小企業基盤整備機構 株式会社山陰合同銀行 株式会社鳥取銀行 株式会社島根銀行 
定員：各説明１００名  情報交換会：17:30～18:30（会費：1,000円） 
参加費無料／事前登録制 

【発表概要】 

USY 型ゼオライトに担持した Pd 触媒に、キシレン中で水素をバブリングすることにより、単原子

状に高分散した金属 Pd 触媒を調整することに成功した。この単原子 Pd 触媒はベンゼン環同士の

C-C結合をつなぎ、機能性分子であるビフェルニル誘導体を生成する鈴木・宮浦反応に対して極め

て高い活性を示す。 

【発表概要】 

多価不飽和脂肪酸は電気を作るイオンチャンネル蛋白を安定化し増加させることを発見した。魚油

特に未利用魚油にこの類似作用があることを見出し、不整脈、心不全及び脳卒中を予防する機能性

食品への応用が期待できる。 

【発表概要】 

細菌性髄膜炎の起炎菌の算出する糖鎖を利用して、以下の開発を行う。 

1) 感染診断および分析ツール 

2) 感染予防のためのワクチン開発 

【発表概要】 

市販の倒立型顕微鏡の側方に対物レンズ、カメラ、光源を一組設置し、二方向から同時観察するこ

とで、大きさ数μｍの対象物の三次元並進・回転運動を数μｍにわたって観察可能な顕微鏡システ

ムを開発した。 
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要注意!! の研究発表と特許出願  
 

 毎年 12月から翌年 3月上旬にかけて、各部局において卒論や修論の発表会が公開性で実

施される場合も多いと思われます。この「公開」に注意が必要です。各部局における当該担

当の先生は必ず読んでください。 

 

                         

 要注意１．論文発表前に必ず出願  

 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） 

 

 要注意２．学会がすべて特許庁の指定を受けているとは限りません !! 
 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。  

 

要注意３．例外規定を受けた特許は権利が弱い。  
だからやっぱり発表前に必ず特許出願 !! 

 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（以下、「知財部門」と略します。）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。 

 

 要注意４．発明者は速やかに発明届出の提出と発明審査委員会での説明が必須 !!  

  発明者が、事務的・技術的に実施するポイントは次のとおりです。添付の図も参考にしてください。 

特に以下のことに注意しましょう！ 

（１）「①発明が創出」されたならば、知財部門と相談した上、「②発明届出書等」の作成※を行う。 

※書類の作成：産学・地域連携推進機構 HP [CONTENTS／知的財産について]を参照 

発明を為した教職員がとる手続･･･発明届出書（様式１）、発明調査表 

 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 

http://www.jpo.go.jp/torikumi/30jyou/30jyou2/dantai.htm
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（２）「②発明届出書等」は、必ず部局事務を経由して提出※※する。 

※※書類（発明届出書と発明調査表）の提出： 

発明者→→所属部局の会計担当係へ提出。ただし医学部は学務・研究課に提出。 

 

（３）『発明審査委員会※※※』は毎月の第４週に開催（月に 1回の開催のため要注意!!） 

※※※発明審査｢委員会では、権利の帰属を「大学」or「発明者（個人）」を決定する。 

 

（４）『発明審査委員会※※※』の決定から、特許事務所への「⑧出願依頼」。 

特許庁への出願までには最低１ヶ月が必要!!（明細書作成は簡単にできません！） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（５）その他  

①問合せ先：知的財産管理運用部門（電話３１－６０００（直）、又は内線２７６５） 

佐々木 茂雄 部門長・教授（s.shigeo@cjrd.tottori-u.ac.jp）、 

山岸 大輔 副部門長・助教（yamagishi@cjrd.tottori-u.ac.jp） 

に電話・電子メールでお問い合わせ下さい。 
 

②問い合せ〆切：平成２２年１月８日（金）※ 

※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。 
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関 西 ・ 中 四 国 支 部が設立！ 

 この度、西日本における「地域の繋がり」を強めることを目的に、関西・中国・四国で

産学連携活動に注力している会員間の交流を深めるとともに、日頃各地で行われている研

究活動を効果的推進することができるように、産学連携学会の「関西・中四国支部」が設

立されました。 

 

そして、当該支部では，①地域が共有する課題解決し産学連携の促進に向けて，産学連

携の事例や研究成果についての情報交換、②地域内の会員の交流を深めるために当該エリ

アの方々が産学連携の事例や様々な研究について発表できる場として、第１回目の「研

究・事例発表会」の開催を、平成２１年１２月４日（金）に松江市で行う計画です。 

  

本学からも、緊密な産学連携活動により、本学における知的財産の活用に関する取組みや

新規の事業立ち上げに成功した事例を発表する予定です。具体的には、 

①「鳥取大学における知的財産に関する活動事例」、 

②「大学知的財産を活用した県内企業による製品開発と共同研究について」 

③「産学連携による障害者の自立を目指した取組み ～高品位馬油の製造と販売～」 

の３テーマについて知的財産管理運用部門の教員が発表します。 

 

 

 

 
＊＊＊ 表紙絵について ＊＊＊ 

ススキの背景は箱根（箱根は外輪山に囲まれて、中にいくつも山がある）

の中にある山で、その黒々とした木々とススキの明るく靡く姿を描きた

かった。（作者：中村宗和先生のコメント） 

＊＊＊編集後記＊＊＊ 

今月の表紙では背景の色に悩みましたが、絵となじんでいるでしょうか。 

一雨毎に秋が深まっています。いろいろなインフルエンザに気をつけまし

ょう。 

 
＊＊＊ 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＊＊＊ 
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