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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。 

        
  
 
 
 
 
     

＜お知らせ＞ 12月相談会予定 冨田弁理士 12/15(水/米子地区) 滝本弁理士 12/9（木）(変更しました) 
H23年 1月相談会予定 冨田弁理士・滝本弁理士とも 1/14（金）   
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  産学・地域連携推進機構 

知財部門ニュース 

 
４４号 
(通番 73号) 

2010年 11月刊 

 

花名：コスモス  

絵：中村宗和名誉教授 

【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 15日（月）13：30より 
   場 所：鳥取大学産学・地域連携機構 2階会議室 

【鳥取地区 2】 
  相談員：滝本智之弁理士 
        （電気・機械関係他） 
 日 時：11月 16日（火）13：30より 
 場 所：鳥取大学産学・地域連携機構 2階会議室  
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昨今の国内景気低迷下でモノの価値が、より一層、吟味選別され売れるモノ、

売れないモノがはっきりと出来上がる我が国ニッポン。そうしたなか、成熟した

国民性から「高品位」且つ「十分な耐久性」を常に問われ続ける製品開発の、更

には量産現場での主役は、ここまで欧米各国と世界市場をリードしてきた『金型』

に他なりません。折りしも今日、国力そのものの低下懸念がメディアを通じて様々

な場面で叫ばれている現在、中小企業が約 9割を占めるこの金型業界内でも海外

コスト持込みと飽くなき品質向上、更には市場規模そのものの縮小という際限な

い因子を孕んだ、とてつもない台風が国内を吹き荒れているとも申せましょう。 
 

但し、そうした閉塞感を打破する大きな手立ては、圧倒的『技術力』を産み出すマインドをもった技術者の  

育成、更にしっかりと社業展開を図る経営力、この二つであります。創業以来 40年に亘る弊社としても、こう

した考えに基づき、今がまさに正念場と念じながら、日々努力を続けています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弊社は、全国でも数少ない、「プレス型」と「プラスチック射出成形型」の双方を同一社屋で手掛ける金型    

総合メーカーとして、主に家電空調業界 並びに自動車部品業界をお客様筋としてまい進してきました。 
 

社内では、経験豊かな設計開発陣とそれらの社内作成図面のみを対象としての、製造から組立て調整、更には

SPL検査～出荷に至る一貫したプロセス間においてＩＳＯ認証取得で培われた、確固たる管理業務体系のなかで  

それぞれの客先にメンテナンスフリーを実現する金型を納入してまいりました。 
 

更に、顧客の信頼を向上させる方策として、飽くなき技術志向が挙げられます。プレス型では社内提案や日頃

のカイゼン活動のなかからシンプルでしかも合理的な型ユニットが提唱され、実践化された事案の一つとして

『スィング・ダイ・ブリッジ』が挙げられます。これはコスト面、また機能面からも大きな成果をもたらして   

おります。 

他方、プラスチック射出成形型のジャンルでは自動車シートメ－カー殿と合弁事業化し、上記の様な最新鋭機器

の導入で所謂、ソリューション設計をも実現しております。 
 

これからも、元来、「勘・コツ・経験」の所産であった金型を、産学交流等で充分に『科学』して、片や日々

革新し複合化する生産現場にジャストフィットする合理的なツールとして最大限にご活用頂けるように地道に

研究を重ね成果を出してまいる所存であります。 

 

《会社概要》【商  号】 安田 精工 株式会社 

【代表取締役社長】 安田 晴雄 

【所在地】〒689-1112鳥取県鳥取市南栄町 15－4 

【電  話】0857-53-1313【F  A  X】0857-53-5066 

【U  R  L】www.toriton.or.jp/~yasuda 

【 Email 】 kazuo-y@yasuda-seiko.co.jp 

3D設計 
CAEによる製品特性の解析 

企業紹介 シリーズ第 8回  －安田精工 ㈱ － 

専務取締役 安田 和雄 

スウィング・ダイ・ブリッジ 
（特許 NO.3455946） 
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平成 22年 10月 18日（月）、東京の帝国ホテルにおきまして、産業財産権制度 125周年の式典が天皇・皇后両陛下のご臨

席のもと、執り行われました。この式典に引続き行われた「平成 22年度知財功労賞表彰式」において、当知的財産管理運用

部門の佐々木茂雄教授・部門長が「平成 22年度産業財産権制度関係功労者 特許庁長官表彰」を授与されました。 

 産業財産権制度功労者表彰は、特許庁が昭和 62年から実施しており、産業財産権制度の普及促進および発展に貢献のあっ

た個人に贈られるものです。今年度は、経済産業大臣表彰３名と特許庁長官表彰５名が表彰されました。 

  

佐々木教授の功績理由は次のとおりです。 

(1)全国初の知財条例である「鳥取県知的財産の創造等に関する基本条例」の制定に寄与し、その後も同条例施行規則

に則り設置された各種委員会の委員を務める等、知的財産に関する鳥取県内連携体制の構築に貢献。 

(2)鳥取大学において知的財産に関する教育を行うと共に、大学・公的研究機関の知的財産管理運用と基盤整備に尽力

し、また「知財インターンシップ事業」を実施する等、大学と企業の共同研究及び地域の中小企業への技術移転活動

の推進に貢献。 

 

 

 

産業財産権制度 125周年式典と平成 22年度知財功労賞表彰式に出席して 

 

産業財産権制度 125周年の式典には、天皇・皇后両陛下ご臨

席のもと、三権の長をはじめ、特許行政や制度普及の功労者等、

大勢の方々が出席しました。その中で、天皇陛下から、 

(1)明治１８年に我が国の特許制度が制定され、高橋是清を

初代特許庁長官のもとに特許制度の運用がスタートしたこと、 

(2)その特許第 1号は、船の錆を止めるため漆・渋柿・鉄粉

等を素材にした堀田瑞松による「堀田錆止塗料及其塗法」であ

ること、 

(3)上記の先人達の努力に敬意を表しつつ、現在の経済発展と環境保全を調査の中で産業財産権が活用さ

れ人々の平和につながる成果が創出されることに期待する 

旨のお言葉が述べられました。 

式典に引続き行われた「平成 22年度知財功労賞表彰式」においては、経済産業大臣表彰として個人 3名

と企業 7社、特許庁長官表彰として個人 5名と企業 8社を表彰されました。表彰された個人や企業の中に

は、知的財産活動を通じて、日頃からお世話になっている方々もおり、受賞に関連した仕事の経緯や製品

化での苦労等を話し合うと共に、受賞されたことに対して互いに祝福した次第です。 

 

この度の私の産業財産権制度関係功労者 特許庁長官表彰の授与にあたっては、全国

から注目されるほどの知財環境の醸成に尽力された鳥取県および鳥取大学における知

的財産業務に携わる方々のチームワークによる成果であると思います。今回の受賞に心

から感謝申し上げ、今後とも鳥取県での知財施策や大学での知財活動に対して微力なが

ら貢献したいと思っております。 
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産学・地域連携推進機構（知的財産管理運用部門担当）は、科学技術振興機構知的財産戦略セ

ンターが管理・運営するデータベース「科学技術コモンズ」（平成 22年 10月運用開始）に本学

の特許情報を提供することを決定しました。これにより、利用者が全国の大学等から収集された

特許をウェブサイト上で自由に検索・閲覧でき、研究開発・活用促進に大いに役立てられること

が期待されます。 

 

この科学技術コモンズの事業概要は下記のとおりです。 

詳しくは 科学技術コモンズ ウェブサイト  http://commons.jst.go.jp/ （5頁に説明あり）

をご覧ください。 
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■ 「研究段階」で利用する場合でも、利用者が提供者
からライセンスを受けることは妨げません。
この場合には、正式なライセンス契約を締結すること
になりますので、ライセンス料が発生し得ます。

■ 「研究段階」で利用する場合でも、権利者や発明者
に何らかの行為（未公開特許情報の開示、有体物の
提供等）を求める場合には、対価が発生することがあ
ります。

■科学技術コモンズの特許について、提供者と利用者
との間で独占的なライセンス契約が成立した等の理
由により、科学技術コモンズから特許が離脱すること
があります。この時点で、当該特許について「研究段
階」での特許の利用ができなくなります。また、離脱の
理由によっては、ライセンス許諾を受けることができ
なくなることもあります。

大学や企業等が保有する特許等を研究段階において自由に使用できる環境を構築する。また、特許マップの提供、
J-GLOBALやJ-STOREと連携して関連する論文等の科学技術情報の提供や特許のデータ強化等の支援を行う。

概 要

科学技術コモンズ 事業概要

JST提供者 利用者
包括契約（特許提供、研究フェーズでの自由利用）

提供データ等の通知

実用化フェーズでは有償の実施契約

包括契約（研究フェーズで特許利用希望の場合）

E1

A3

J7

J2

F1
J3

特定分野設定

F1’

企業へのPR支援
（新技術説明会等）

A1
J7

J3

特許群形成

J5

A6
A2

J6

B1

C1
D1B2

既存特許群の強化

試験費支援による

新権利出願

A4A6
A2

J6 研究開発費支援
（A-STEP等）

試験費支援による

特許強化

E4

J4

A5

特許の提供
（権利者は提供者のまま）

・規約、パテントポリシー策定 ・提供者、利用者との契約
・ウェブサイトの構築・管理運営 ・特許マップ作成、ポートフォリオ化
・特定分野の設定 ・試験費支援
・論文等の情報提供 （J-GLOBAL、J-STOREとの連携）

企業
大学等

大学等
企業

ウェブサイトでの
特許情報の閲覧や
研究利用は無料！

H22年度新規施策
10月1日運用開始

特許等が制約とならない研究環境の提供と特許の価値向上のための支援により、特許等の活用促進及び研究活
動の活性化を図る。

目 的

注 意

特許集団の形成
大学等の協力を得て、特許の集める。
JSTの特許：未利用特許の登録を進める。

ポートフォリオ化、パッケージ化
大学等やJSTの特許全体について俯瞰し、
ポートフォリオ形成やパッケージ化を行う。

特許マップにより、求める技術に
ついての特許が分かりやすい

資料提供：科学技術振興機構 
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鳥取大学では初回として 12件の単独出願特許情報（公開済 6件、未公開 6件）を登録（10/21現

在では準備中）しましたが、今後も順次追加していく予定です。 

 

 

 

科学技術コモンズ 運用状況（2010.10.21現在、JSTまとめ） 

収録件数  公開特許：3,845件、未公開特許：183件、特許マップ：13件 

データ提供機関 大学：24、TLO：2、研究機関：2、企業：2、JST 

5

科学技術コモンズ ウェブサイト

キーワード検索の他、
特許マップや技術資
料の有無による絞込
み検索が可能

未公開特許は
J-STOREへリンク

公開特許は
J-GLOBALへリンク

明細書は
J-STOREへリンク

新技術説明会資料、
技術資料等へもリンク

検索結果から関連する
特許マップを閲覧可能

資料提供：科学技術振興機構 
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知的財産シーズの情報発信 
 

最近の知的財産シーズの情報発信状況をお知らせします。 

 

 

 

メッセナゴヤ２０１０ 環境・エネルギー ～持続可能な社会に向けて～ 
 

「愛・地球博」（愛知万博）の理念を継承する事業として 2006年にスタートした「異業種交

流の祭典」のメッセナゴヤ 2010に知財シーズも出展しました。 

  

会期 ： 10月 27日（水）～30日（土） 10時～１7時 

会場 ： ポートメッセなごや 

ポスター展示：工学研究科 斎本博之教授、伊福信介講師、 

生命機能研究支援センター 森本稔准教授 

題名「中性域で水溶性の高い分岐キトサン誘導体（特願 2009-293083） 

 

  

アグリビジネス創出フェア 2010 －ひろがるチャンス！実らせよう産学官連携！－ 

本学農学部と協力し、農学系知的財産の活用を目的として、アグリビジネス創出フェア 2010

に出展します。このフェアでは、実用化商品を開発した企業と連携し、商品の展示、紹介を

行い、新たなビジネス創出に向けて､コーディネーターがサポートします。 

 

アグリビジネス創出フェア 2010  

会期：平成 22年 11月 24日（水）～26日（金） 

会場：幕張メッセ（千葉県千葉市） 

 

[出展目的] 

『農学を極める｢地の利｣がここ鳥取にある』をテーマに､

研究成果､知的財産権の活用事例を紹介 

 

[出展内容] 

①人エ授粉が不要で高品質な日本梨新品種の紹介 

②きのこ生産現場における無胞子性きのこ導入に向けた新品種育成法の紹介と標本展示 

③希少植物の育成における菌根菌の役割､生態系や希少植物の保全･増殖技術の開発と応用例

の紹介 

④海藻成分フコイダンの運動器疾患への効果と応用 

 

さらにアグリ系研究成果の活用事例として､産学連携により生まれた商品(化粧品､健康食品､

消臭スプレー､ペット用アロマオイルなど)を展示し紹介します｡  
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知的財産インターンシップ事業報告 
 

平成 22年度インターンシップ実習生（本学の学生のみ）は 5名（工学部 3名・地域学部 1名・工学研究科

1名）でした。今年度は初めてデザインパテントコンテストに応募するほか、次の内容で 9月まで実施し

ました。 

【オリエンテーション】 

 実 習 日：8月 10日（火） 

 内   容：全体オリエンテーション 

 担   当：産学官連携プロデューサー 加藤優 

   （中国地域産学官連携コンソーシアム/知的財産管理運用部門所属） 

 対応責任者：知的財産管理運用部門長 佐々木茂雄 

 場   所：鳥取大学工学部 ものづくり教育実践センター 

 

【実 習(1)】工学部 3名・地域学部 1名の参加 

 期 間：8月 17日(火)、8月 23日(月)、9月 10日(金)ほか 

 場 所：鳥取大学工学部 ものづくり教育実践センター 

 アドバイザー：滝本智之弁理士（滝本特許事務所、客員教授） 

 実習内容： 

平成 22年度パテントコンテストまたはデザインパテントコンテスト

（文部科学省他主催）に応募。応募を通じて知的財産マインドを醸成

するとともに、知的財産権制度に対する理解を深め、かつこれを実体

験する。（デザインパテントコンテストには初めての応募） 

①応募書類の提出   

パテントコンテスト（特許２件[３名]） ：9月 17日提出書郵送、 

デザインパテントコンテスト（意匠 1件[1名]）：10月 1日提出書郵送、 

②応募書類の審査・選考（選考結果は 12月予定） 

 優れた発明は表彰され、発明の特許出願書類の作成など弁理士の

アドバイス（無料）を受け、特許庁へ出願できます（特許出願料と

審査請求料は無料）。 

 

【実 習(2)】地域学部 1名・工学研究科 1名・教員 1名の参加 

 期 間：9月 27日(月) から 9月 29日(水)の 3日間 

 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）、 

   指導弁理士：大塚雅睛弁理士、稲井史生弁理士、稲葉和久弁理士 

   引率及び実習者（知的財産管理運用部門 加藤） 

 実 習 内 容：発明の把握・請求範囲の作成ポイント説明 

      特許明細書（翻訳文）作成・評価等 

 

【補足】 

「鳥取県商工会議所連合会会長賞」を受賞  第 52回鳥取県発明くふう展[(社)発明協会鳥取県支部主催] 

【展示期間：11/6(土)～11/7(日) 会場：さざんか会館（鳥取市）】 
 

上記パテントコンテストに応募した発明品 2点のうち１点を、生活用品の改良考案、意匠及び産業上
有益な発明であるとして【一般の部】に初めて応募しました。 
 
審査(10/25実施)の結果、鳥取県商工会議所連合会会長賞を受賞しました。受賞作品「平衡感覚育成促
進遊具」(工学部学生 3名)は会場内で表彰され、期間中展示されます。 

知財部門ニュースでは 12月号に関連記事を掲載する予定です。 
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１．「鳥取大学知的財産セミナー」 
大学・企業・公設試の研究者および各知財担当者、または大学院生を対象とした「鳥取大

学知的財産セミナー」を開催します。参加希望者は、各セミナー開催日の１週間前までに

申込みをお願いします。皆様ぜひ奮ってご参加下さい。 

【主催】中国経済産業局、 

【共催】産学・地域連携推進機構、中国地域産学官連携コンソーシアム 

【申込み・問合せ先】 知的財産管理運用部門 加藤 TEL: 0857-31-5703（内線 2708） 

 E-mail: chizai@adm.tottori-u.ac.jp 
 

■ パテントマップ作成セミナー 
【日時】平成 22年 11月 20日（土） 13:00～17:00 

【会場】鳥取大学 湖山キャンパス VBL棟 4階 セミナー室 

【講師】（社）発明協会広島県支部  参与 坂本重道氏 

【概要】パテントマップとは「研究や開発が適切に行われるための方向を示す道案内の地図」と位置付け

られる、特許情報を分析したグラフ・表などです。パテントマップを作成・分析することで、技

術の流れ、業界の動向、新しいシーズなどを特許情報から分析・把握し、研究活動の指針を得る

方法を学びます。 
 

■ 医薬・バイオ分野特許セミナー 
【日時】平成 22年 12月 22日（水） 13:00～17:00 

【会場】鳥取大学医学部 学務・研究課 2階 第 2会議室（米子キャンパス） 

【講師】弁理士 松村一城氏（特許業務法人 原謙三国際特許事務所） 

【概要】医薬・バイオの技術分野における特許取得活動の注意点等を理解し、最新の動向や今後の対応に

役立つ全体的な情報を取得します。 

 
2．「ベンチャー企業設立方法と大ヒットの方程式（仮題）」研修会 

ベンチャー企業立ち上げ経験者が、大学研究者及び学生又は一般向けにベンチャー企業の

設立方法と「大ヒットの方程式」について説明する研修会を開催します。 

大学研究者のみでは起業が難しいケースについて、特にコーディネーター・産学連携担当

者に必要とされる支援のポイントについても説明します。 

申込み・問合せ先は上記セミナーと同じ 

【日時】平成 22年 12月 10日（金） 13:30～15:30 

【場所】鳥取大学 広報センター２階 スペースＣ 

【講師】合同会社シナジーネットワーク 代表 新垣久史氏 

【主催】産学・地域連携推進機構、中国地域産学官連携コンソーシアム 
 
 

 

 

  

＊＊＊今月の表紙絵＊＊＊ 
秋桜（コスモス）は、花言葉「乙女の純心」が有名だから描いたわけではありません。 
Cosmos には「宇宙」という意味もあります。Cosmopolitanは国際人であります。知財部門
にふさわしい花でしょう。                 （中村宗和名誉教授より） 

 

＊＊＊編集後記＊＊＊ 
各方面から「受賞」のうれしい報告を聞くことができました。人間の成長を密かにほほ笑む
のも楽しいですが、大きな声で喜び合うのも大切なことです。今度の酒宴は大騒ぎかな･･･
まわりがσ(∩-

∩)？ みんな纏めておめでとうございます。 
 

＊＊＊ 特許相談  ＊＊＊ 

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

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

場 所：産学・地域連携推進機構 2F 知的財産管理運用部門  

知財部門 E-mail: chizai@adm.tottori-u.ac.jp  FAX専用：0857-31-5474（又は内線 2771） 

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

＊＊＊刊行物＊＊＊ 
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