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１２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：１２月１４日（月）13：30 より
   場 所：産学・地域連携推進機構 会議室

＜お知らせ＞ 1 月相談会予定 冨田弁理士 1/15(金）         滝本弁理士 1/15(金）

2 月相談会予定 冨田弁理士 2/15(月・米子地区で実施） 滝本弁理士 2/16(火）

3 月相談会予定 冨田弁理士 3/12(金）         滝本弁理士 3/15(月）
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【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１１日（金）13：30 より
   場 所：医学部学務・研究課 第１会議室

ヒガンバナ
（産学・地域連携推進機構 駐車場）

ガザニア
場所：産学・地域連携推進機構駐車場
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朝、会社の机に向かうと、ます、パソコンを開き、メールをチェックした後、

知的財産情報サイトである「パテントサロン」を見て、特許訴訟等の動きをチェ

ックするのが日課なのですが、11 月 6日は、パテントサロンの「クローズアップ

現代 NHK “特許の怪物”日本企業を襲う 11 月 6 日 19:30～」 が目に入りま

した。そして、その番組の紹介の欄には、次のように記載されていました。

「いま、“パテント・トロール（特許の怪物）”と呼ばれるアメリカ企業に、日本の大手メーカー

が特許侵害で訴えられ、多額の和解金を支払わされる事態が相次ぎ、大きな脅威となっている。こ

のパテント・トロールは、組織力、資金力において従来の"特許ゴロ"と大きく異なる。彼らは、メ

ーカーがいずれ開発すると思われる次世代の製品・技術を、経済や科学技術の専門家チームで未来

予測し、関連する特許を先に買い集めて、狙い打ちするのだ。資金源の中にはファンドや機関投資

家も含まれていると見られている。不況のなか、特許を「有望な投資商品」と位置付け、大量の投

資マネーが流入しているのだ。自らは、物作りせず、膨大な特許を保有するパテント・トロールに

どう対抗していくのか、その実態と対策を検証する。」

その日は、自宅で番組を見ましたが、出演されている方は、電機業界でよく知っ

ている知的財産関係の人ばかり。パテント・トロールの被害は、特に、我々電機業

界でひどいということを感じました。

実は、私は、11 月 11 日から 16 日まで、ロサンジェルスへの出張だったのです。目的は、パテント・ト

ロールとの交渉。解決しても解決しても次から次へと起こるパテント・トロール案件そのものでした。

パテント・トロールの常套手段は、個人発明家等から米国特許を買い取り、何の前触れもなくテキサス州

にて企業を訴えるのです。

テキサス州は、原告有利な判決が出されることで有名で、また、陪審員制度を取る米国では日本企業が

勝訴を勝ち取ることはとても難しい状況なのです。仮に、非侵害または無効になる確率が非常に高いと思

われても、米国で特許訴訟を維持するには弁護士費用が最低でも 2～3 億円/年、判決までとなると 10億円

以上になることもあります。

パテント・トロールは、米国の特許訴訟制度の特色を巧みに利用し、和解に持ち込み、多額の和解金を勝

ち取るのです。ビジネスと割り切れば、それまでですが、やはり純粋な特許マンから見ると腹立たしい感

情が湧き上がります。

しかし、これが現実で、上記番組でも紹介されていましたが、パテント・トロール対策のために、パテ

ント・トロールが特許を買う前に買ってしまう、要はパテント・トロールが買う特許を無くしてしまうシ

ステム作りにまで発展しています。

知的財産の世界でも、時代はもの凄いスピードで動いている、そう感じます。

弊社もそのスピードについて行きながら、産学・地域連携においてお役に立てる

情報提供ができればと思っています。

【巻頭言】

三洋電機コンシューマー
エレクトロニクス㈱
知的財産部 部長

山本明良 氏

「パテント・トロール(特許の怪物)の台頭に思うこと」
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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！－

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した。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出展しました。総入

場者数 22,877 人。期間中は資料を 400 部程度配布し、

多くの方の強い関心を集めました。

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）

（内容の詳細は知財部門ニュース 11月号（32号）に記載）

鳥取大学のブースでは、農学部が育成した梨の試食と、農学系知的財産権の活用事例として、グルコサ

ミン配合の化粧品（ほほうるる）、素材成分をそのままに精製した馬油（くんわオイル）、キノコや野草

など多くの植物を熟成させた飲料水（体元水）など、産学連携により開発した商品の紹介と展示を行い

ました。来場した多くの方々に、それら製品の品質と技術に、高い関心と興味をもって頂きました。

今後も益々このような本学の特許技術の実用化と製品化が期待されます。

【参考】上記の商品や会社等概要は次の各ホームページをご覧ください。

株式会社 シャルビー・・・・・・http://www.shallbe.jp/

株式会社 ＨＡＭＡＮＯＨ・・・・http://taigensui.jp/

社会福祉法人 阿蘇くんわの里・・http://www.asokunwa.com/

有限会社 カンダ技工・・・・・・http://www.kandagiko.com/

報告

株式会社シャルビーの展示
化粧品「ほほうるる」

株式会社ＨＡＭＡＮＯＨの展示
飲料水「体元水」

社会福祉法人 阿蘇くんわの里
有限会社 カンダ技工

馬油オイル「くんわオイル」
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鳥取大学が岡山大学とともに実施している「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＞が、新技術説明会を開催しました。＜さんさんコンソ＞の会員校２２校のうち、９校１８件

の技術シーズを発表しました。

開 催 日： 11 月 26 日（木）～ 27 日（金）

開催場所：科学技術振興機構 JST ホール（東京・市ヶ谷）

       (内容の詳細は、知財部門ニュース 11月号（32号）に掲載)

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が「桁端衝突時の固定支沓破壊

防止」のタイトルで発表しました（シーズ説明参照）。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】谷口朋代氏

「鳥取大学知的財産シーズ集 2009」より抜粋

２日間にわたり、バイオ・医療、土

木・建設、環境・エネルギー、情報、

ものづくり、材料・加工の分野から中

国地域の大学、高専の選りすぐりの技

術シーズが紹介されました。各発表に

５０人前後の方々が来場され、発表者

の研究成果を熱心に聴講されていま

した。

発表後には聴講者の希望に応じ、コ

ーディネーター立会いの下、発表者と

の個別面談が行われました。谷口先生

をはじめ、各発表の先生方の技術シー

ズが共同研究に発展し、あるいは事業

化されることが期待されます。

来年も引き続き、中国地域さんさん

コンソ新技術説明会を開催する予定

です。

報告
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日刊工業新聞第４回モノづくり大賞の贈賞式及び記念講演が「産学官ビジネスフェア 2009」で

11 月 27 日（金）14時～16 時に行われました。

その中で、鳥取大学は社会福祉法人治誠会阿蘇くんわの里、カンダ技工、鳥取県知的所有権センター、

熊本県知的所有権センターとともに、案件『産学連携による障害者の自立を目指した取り組み～高品質

馬油の製造と販売～』で日刊工業新聞第 4 回モノづくり連携大賞 特別賞を受賞しました。

本学農学部斎藤俊之准教授による発明の特許出願「動物油脂の製造方法及び製造装置」が社会福祉法

人治誠会阿蘇くんわの里に技術移転し商品化に成功した事例であり、熊本・鳥取両県の特許流通アドバ

イザーが連携し、試作・評価にはカンダ技工が協力しました。障害者自立支援に向けた関係者の熱意と

努力が生きた事例として、高く評価されました。

この事例は、知財部門ニュース 27号（2009 年 6月刊行）で経過やシーズ等の詳細を掲載しています。
阿蘇くんわの里、カンダ技工、斎藤准教授のコメントもありますので合わせてご覧ください。

(1)表彰対象案件：１２件

入賞案件の個別案件紹介については、１１月２０日付の日刊工業新聞にて掲載されています。

(2)表彰式プログラム

①１４：００ 贈賞式（大賞、日刊工業新聞社賞、新技術開発賞、中小企業部門賞、特別賞）

②１４：５０ 休憩

③１５：００～１６：００ 受賞者プレゼンテーション

（大賞、日刊工業新聞社賞、新技術開発賞、中小企業部門賞）

第４回モノづくり連携大賞受賞関係者一同

（於：東京ビッグサイトの会場内メインステージ）
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今年度、改選時期にありました「発明審査委員会」の委員の方々が決定しました。

発明審査委員会は、本学の研究者(教職員)が発明したアイデアを特許技術の３要素（新規性はあるか、

進歩性はあるか、工業上有用な技術か）から、法人(鳥取大学)に承継するか否かを決定する機関として

重要な役割を担っています。

所   属 職  名 氏  名 任    期 備  考

産学・地域連携推進機構

知的財産管理運用部門
部 門 長 佐々木 茂雄 H17.11.1～

第3条第3項

第1号

産学・地域連携推進機構 准教授 長島 正明 H21.11.1 ~ H23.10.31
第3条第3項

第2号

（独）科学技術振興機構

知的財産戦略センター

大学支援グループ

特許化支援事務所

（中・四国）

特許主任調査員
三宅 哲雄 〃

第3条第3項

第3号

〃 〃 石橋 頼幸 〃 〃

地域学部 教授 田村 純一 〃
第3条第3項

第4号

医学部 准教授 田中 俊行 〃
〃

工学研究科 准教授 市野 邦男 〃 〃

〃 准教授 川面 基 〃 〃

農学部 准教授 芳賀 弘和 〃 〃

乾燥地研究センター 助教 伊藤 健彦 〃 〃

イノベーション科学

センター
准教授 大田 住吉 〃 〃
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２００８年後半に米国で発生したサブプライム問題に端を発した急激な経済不況の嵐が、２００９年当

初には世界全体に吹き荒れ、100 年に１度という大変厳しい経済恐慌を巻き起こしました。

知的財産を主体とした産官学連携活動につきましても、本年は正に丑年の牛の業態を思わせる厳しい経

済環境下での活動となりました。

外部資金獲得

・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）」に、本学と岡山大学とが応募した「中

国地域産学官連携コンソーシアム」（H20.6 月採択）の本格稼働。

・三菱電機グループ会社との共同研究の開始。

規程類の整備

・「鳥取大学利益相反の改定」の施行（H21.5.7）。

セミナー等の開催

・「中国地域産学官連携コンソーシアム」事業説明会を開催（2月）

・「特許情報活用セミナー」事業（鳥取県、鳥取県知的所有権センター他主催）

を中国地域産学官連携コンソーシアムが後援（7～8月）

イベント等の開催

・「山陰発技術シーズ発表会 in 島根」で発表 1件（3 月）

・「第 8 回産学官連携推進会議」で本学ポスター展示 4 件、また産学官連携事例として企業のポスター

展示２件うち試飲サービス 1件（6 月）

・「ＣＩＣ東京新技術説明会」で発表及びポスター展示 2 件（7月）

・「第 7 回産学連携学会」で発表 1 件、ポスターセッション 1件（8 月）

・「山陰発技術シーズ発表会 in とっとり」で発表 4件（9 月）

・「イノベーション・ジャパン 2009」で発表 1件、商品展示 1件（9 月）

・「アグリビジネス創出フェア 2009」でポスター展示 4 件、商品展示 3件（11 月）

・「中国地域さんさんコンソ新技術説明会」で発表 1 件（11 月）

・「山陰（鳥取・島根）発新技術説明会」で発表 4件（12 月）

定例特許相談会

・毎月 2 回（①電機・機械関係他、②医獣・バイオ関係の各１回）開催

・そのうち医学部への対応のため、②医獣・バイオ関係は偶数月に米子地区で開催

・併せて先行技術調査も実施

知財有効活用・ライセンス支援

・特許・ノウハウ・ライセンス契約交渉支援他（通年）

・鳥取大学の知的財産を活用した製品の記者発表（9 月）

・第四回モノづくり連携大賞 特別賞受賞（11月）

知財教育

・前期主要科目「技術と知的財産」受講生 10名（4～8 月）

・知財ゼミ受講生（地域学部地域環境学科 1 名、同学部大学院地域学研究科 1 名）の卒業論文と修士論

文の発表（2月）

・知的財産インターンシップ実習 実習生 2 名（8～9 月）

・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」受講生 15 名（11 月）

おめでとう

ございます!!



8

２００９年 知財部門ニュースの発行（通番、シリーズ）

1 月号(51 号)：紹介します！シリーズ第 8 回―玉井博康―

2 月号(52 号)：紹介します！シリーズ第 9 回―村上耕一―

3 月号(53 号)：紹介します！シリーズ第 10 回―上山良一―

4 月号(54 号)：巻頭言「知的財産管理運用部門の今後の活動について」

産学・地域連携推進機構 機構長 菅原一孔氏

5 月号(55 号)：巻頭言「当財団は鳥取県における産学連携の架け橋！」

           財団法人鳥取県産業振興機構 理事長 金田 昭氏

6 月号(56 号)：巻頭言「知財保護と連携」

           ジェトロ鳥取貿易情報センター 所長 太田 康富氏

7 月号(57 号)：巻頭言「地域産業の付加価値を高める知的財産の活用について」

           鳥取県商工労働部 産業振興総室 総室長 中山 孝一氏

8 月号(58 号)：巻頭言「地域の知的情報基盤としての図書館の可能性」

           鳥取県立図書館 支援協力課長 小林隆志氏

9 月号(59 号)：巻頭言「『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」

             地方独立行政法人鳥取産業技術センター企画管理部 企画室長 門脇 亙氏

紹介します！シリーズ第 11 回―岡崎敏夫―

10 月号(60 号)：巻頭言「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 三木文貴氏

11 月号(61 号)：巻頭言「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 足立恵一氏

12 月号(62 号)：巻頭言「パテント・トロール(特許の怪物)の台頭に思うこと」

           三洋電機コンシューマーエレクトロニクス㈱知的財産部 部長 山本明良氏

人事異動

・太田紀子事務補佐員採用（1 月 1 日付）

・鳥取大学 産学・地域連携推進機構 助教として山岸大輔氏採用、知的財産管理運用部門に配属。

（4 月 1 日付）

その他

・鳥取大学広報誌「風紋(19 号)[2009 年 1 月号]に「中国地域産学官連携コンソーシアムの設立」掲載

・「鳥取大学特許事務管理マニュアル」を作成（3 月）

・「鳥取大学知的財産シーズ集 2009」を刊行（3 月）

＊＊＊ 編集後記 ＊＊＊

現在、知的財産に係わる国家戦略は継続するものの、現在民主党政権の下で行われた

「事業仕分けの判定結果」によると、地域科学技術振興・産官学連携が廃止との方向

にあります。この状況を打破することは困難ですが、仕事にプライドを持って突き進

むことになるでしょう。

＊＊＊ 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

                  FAX：0857-31-5474(専用)（内線 2771）

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 12 月号
＜33 号＞（通番 62 号、

2009 年 12 月 1日発行）

編集・著作：
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

ありがとう

ございました!!


