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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。 

 

        
  
 

 

今月は特に次の項目に該当される方をお待ちしています。 
 １）出願予定の研究を卒論等で発表される場合 

本学では『卒論の発表前には必ず特許出願をして頂く方針』を採っています。 
出願を希望する場合は、ぜひ 12月の特許相談会をご利用ください。 

２）平成 22年度中の特許出願を希望する場合 
今年度中に特許出願する発明届出書の提出期限は、平成 23年 1月 7日です。 
発明届出書の提出前に特許相談をお勧めします。 

 
＜お知らせ＞ 1月相談会予定 滝本弁理士と冨田弁理士の同時開催 1/14（金） 

H23年 2月相談会予定 滝本弁理士 2/10（木）・冨田弁理士 2/14（月）  
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【鳥取地区】 
   相談員：滝本智之弁理士 
         （電気・機械関係他）  
   日 時：12月 9日（木）13：30より 
   場 所：鳥取大学産学・地域連携機構 2階会議室 

【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 15日（水）13：30より 
 場 所：鳥大医学部 総合研究棟 4Fセミナー室 

撮影場所： 
附属図書館前 
（中央図書館） 



 

 
2 

 
オムロンスイッチアンドデバイス㈱ 
経営管理部 人事総務グループ 

貝原 詩織  
 

 

2010年 4月 オムロンスイッチアンドデバイス株式会社は、オムロングループのなかのスイッチ事業を統合す
ることで、産業機器から車載・業務民生機器まで、世界でも有数の商品ラインナップを保有する総合スイッチメ
ーカーとして新しいスタートを歩み出しました。 
今回の組織再編により岡山本社では、商品企画・開発設計・生産が一元化されたことで、市場変化を先取りした
新商品の創出と顧客のアプリケーションに適応したカスタマイズにスピーディに対応できる体制となりました。
倉吉事業所、出雲事業所ではこれまで同様に生産を中心としたものづくり力を発揮し、海外生産拠点のマザー工
場としての機能も従来以上に高度化していきます。 
オムロンのものづくり技術をベースに「オンリーワン」・「オンリーユー」商品で、お客様のニーズを実現して
います。 
 
 

最終ユーザーの多様な使用環境で高い信頼性が求められるスイッチ。
オムロンはスイッチの基本性能である接触信頼性に拘り、先端の材
料・精密加工技術等のものづくり技術で商品づくりを行っており、そ
の生産を部品から組立までの一貫体制で行うことで高い品質を実現し
ています。 
また、顧客のニーズを的確にキャッチするマーケティング、スピーデ
ィに新しい製品を生み出す開発力、さらに、設計評価、材料分析、緻
密加工など、一つのスイッチが生み出されるまでのプロセスの各所で
精度を高める技術を投入し、世界のあらゆる電子機器に対応していき
ます。 
 

 

業民・車載・産機の３事業が融合した総合スイッチメーカーとしての特徴を生かし、             
顧客ニーズに対応しています。 
 
業民では家電、モバイル、工具メーカー等の幅広いアプリケーションで採用され、 
シールタイプ、超小型商品で世界のニーズに対応しています。 
 
車載スイッチ事業では、ドア・トランク等の開閉に関わるスイッチ、ATシフト操作に
関わるスイッチ、パワーウィンドウやエアコン操作用のスイッチから、最新 EVの充電
装置に関わるスイッチまで、用途ごとに幅広くスイッチ商品を提供しています。  
 
産機では、工場生産ラインや設備のセーフティ用途やエレベータなどのアプリケーショ
ンで採用され、リミットスイッチでは国内シェア No.1、北米・中国・アジア・欧州へ
も展開しています。 
 
スイッチ市場は 6000億円以上といわれ、毎年数％拡大しています。今後のさらなるグ
ローバル展開によって、オンリーワン・オンリーユー商品で新しい商品価値を提供し、
世界一のスイッチメーカーを目指します。 
 
 
 

＜会社概要＞  
オムロンスイッチアンドデバイス株式会社 
代表取締役社長：谷口 宜弘 
岡山本社：岡山市中区海吉 2075 
生産拠点：倉吉事業所（鳥取県）、出雲事業所（島根県） 
代表電話：086-277-6122  
URL：http://www.oes.omron.co.jp/ 

企業紹介 シリーズ第 9回 －オムロンスイッチアンドデバイス㈱ － 

＜岡山本社＞ 

 産機スイッチ 
 工作機械向け 
小形封入スイッチ 

業民スイッチ  
モバイル機器向け 
超薄型スイッチ 

車載スイッチ   
車載用超小形 
シールスイッチ 

http://www.oes.omron.co.jp/
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知的財産インターンシップ参加学生が 

「鳥取県商工会議所連合会会長賞」を受賞 

 

社団法人発明協会鳥取県支部が主催する「第 52回 鳥取県発明くふう展」に本学の学生（知的財産イン

ターンシップ参加学生を含む）が応募し、一般の部において、鳥取県商工会議所連合会会長賞を受賞いた

しました。受賞作品は、期間中展示されました。 

会期：平成 22年 11月 6日（土）～7日（日） 

会場：さざんか会館（鳥取市富安 2丁目 104－2） 

 

［賞  名］ 鳥取県商工会議所連合会会長賞（一般の部） 

［受賞作品］ 平衡感覚育成促進遊具 

［受 賞 者］ 工学部・機械工学科 3年 青木 遥平 、徳永 裕太 （インターンシップ参加者 2名） 

同        永見 祐希  

 

［受賞作品の紹介］ 

児童から大人までが、遊びながらバランス感覚および足腰を鍛え

ることを目的とした屋内用の遊具で、LED の点灯に合わせて、操作

ボードを両足でシーソーのように交互に踏み込んで運動する。 

なるべく多くの児童・大人に楽しんでもらえるよう、遊び方の難

易度調整が可能なこと、キャラクターの取替えができること、遊び

方を複数用意したことなど、児童が飽きずに遊べる工夫を随所に取

り入れている。特に、発達障害を持った児童がリズム感覚と体の動

かし方を学ぶことを想定した作品。 

 

 

 

 

 

 

 

 

表彰を受ける青木さんと永見さん 

受賞作品「平衡感覚育成促進遊具」 
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産学・地域連携推進機構（担当：知的財産管理運用部門）では、本学の「ライフサイエンス分野における産官

学連携の新たな取り組み」が加速することを狙いに、知的財産戦略ネットワーク株式会社（以後、「ＩＰＳＮ社」

と呼ぶ。）と「連携会員覚書」を締結しました。この覚書締結を機に、下記の(1)知財サポートサービスと(2)

インキュベーションサービスをＩＰＳＮ社から支援を受けることにより、本学教員のバイオ・アグリ関係の研究

分野における成果である知的財産権の活用促進が期待されます。 

 

ＩＰＳＮ社※が既に実施している具体的な主要事業活動は、(1)知財サポートサービスと(2)インキュベーショ

ンサービスとが挙げられます。 

※ＩＰＳＮ社の会社概要及び事業概要等については、ＩＰＳＮ社のＨＰである知的財産戦略ネットワーク

ウェブサイト http://www.ipsn.co.jp/に記載されていますので、ご参照下さい。 

 

（１）知財サポートサービス 

本サービス事業は、下図に示すように、ⅰ）大学等の研究シーズ情報や知財戦略の提案に基づいたコンサルテ

ィング等の『知財価値向上支援』、ⅱ）連携会員の最新情報や企業のニーズ情報を紹介する『情報提供』、ⅲ）

共同研究やライセンスを促進し、企業とのマッチングを推進する『マッチング支援』です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料提供：この資料を含む全ての資料（図）は知的財産戦略ネットワーク株式会社 

知財戦略に基づくＩＰＳＮ社との連携

http://www.ipsn.co.jp/
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（２）インキュベーションサービス 

本サービス事業は、下図に示すように、連携会員に対して知財取得のための援助や連携会員の優れた研究に対し

て技術、知財及び事業化を支援することです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、ＩＰＳＮ社では、下図のとおり、対象をバイオマーカー、ES/幹細胞、がん、アルツファイマーの４つ

の領域に絞ってライセンスを図る「ＬＳＩＰ（ライフサイエンス知財ファンド）」を創設し、ライフサイエンス

の先端基礎技術の事業展開への経済的支援等も開始し、注目されています。 

 

「ＬＳＩＰ」を 
ご紹介します。 
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－ひろがるチャンス！実らせよう産学官連携－ 

 
平成 22年 11月 24日～26日（3日間）の日程で千葉幕張メッセにおい

て、アグリビジネス創出フェアが開催され、鳥取大学農学部も出展致

しました（合計参加者数 26,854人のうち関係者参加者数 2,543人/公

式発表）。本イベントでは、研究成果の発表とともに展示ブースにお

いて、実用化企業の協力のもと商品の展示・紹介を行いました。展示

ブースには、180名以上の方が訪れ、大変盛況でした。 

 

プレゼンテーション 

テーマ 発表者 

鳥取発、天然素材を用いた健康食品等の開発 今川 智敬（教授） 

菌根菌を利用した希少絶滅危惧植物の保全・

増殖技術とその応用 
谷亀 高広（PJ研究員） 

 

展示ブース 

ブース紹介 展示内容 出展協力（実用化）企業 

渡辺教授 

和泉特任教授 
鳥取県の水産資源 

－ 

岩瀬教授 

谷亀研究員 

希少植物の育成におけ

る菌根菌の役割 
－ 

松本教授 
無胞子性エリンギの 

育成 
－ 

南教授 

岡本教授 

今川教授 

シーアルガ エフ ステ

ィック 8100（健康食品） 
㈱海産物のきむらや[米子市] 

ティアゴールド（ヒト

用、イヌ用）（健康食品） 
(有)カンダ技工[米子市] 

ほほうるる（化粧品） ㈱シャルビー [鳥取市] 

グルコサミン（健康食品） 甲陽ケミカル㈱ 

シュッシュくん 

（消臭スプレー） 
(有)グローブ  [鳥取市] 

田村教授 新品種（梨） 渡辺造園㈱ [鳥取市] 

竹内教授 

近藤講師 

ペットアロマ（アロマオ

イル） 

re-Brain（アロマオイル） 

カネタツ㈱ 

㈱ハイパーブレイン 

 
【参考】上記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。 

㈱海産物のきむらや・・・http://www.mozuku-1ban.jp/index.html 

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

株式会社 シャルビー・・http://www.shallbe.jp/ 
甲陽ケミカル(株) ・・・http://www.koyo-chemical.co.jp/index.html 

シュッシュくん ・・・http://www3.ocn.ne.jp/~globe/ 
渡辺造園株式会社 ・・・http://www.watanabe.ecnet.jp/ 

ペットアロマ・http://shop.animaux-famille.jp/products/detail/5.html 

re-Brain・・・http://brainaroma.com/ 

出展
報告 

（今川教授） （谷亀研究員） 
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外部資金獲得 

・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」が文部科学省
イノベーションシステム整備事業「大学等産学官連携自立化促進プログラム（機能強
化支援型）として継続稼働。 
（H20.6月採択当初は文部科学省「産学官連携戦略展開事業（戦略展開プログラム） 

・三菱電機グループ会社との共同研究の継続 2年目。 

セミナー等の開催 

・「技術移転に係わる目利き人材育成研修会」（独立行政法人科学技術振興機構主催、中国地域産学官連携コン
ソーシアム共催実施）開催（2月/県民ふれあい会館） 

 
・「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 

 
・「電子加工ビーム金属加工機（三菱電機製）の使用方法説明会」を 2回実施（6月/本学ものづくり教育実践
センター） 

 
・「鳥取大学知的財産セミナー」開催（中国経済産業局主催、中国地域産学官連携コンソーシアム共催）。  

１回目「パテントマップ作成セミナー」（11月/本学 VBL棟） 
２回目「医薬・バイオ分野特許セミナー」（12月/本学医学部） 
 

・「ベンチャー企業設立方法と大ヒットの方程式」（産学・地域連携推進機構・中国地域産学官連携コンソーシ
アム主催）開催（12月/本学広報センター） 

イベント等の開催・参加 

・「山陰発技術シーズ発表会 in島根」で発表 1件（3月/島根県松江市） 

・「ニューヨークショーケース」で技術シーズ 1件を発表（6月/米国ＮＹ市） 

・「産学官連携学会第 8回大会」で産学連携に関する口頭発表 4件を実施（6月/北海道函館市） 

・「バイオアカデミックフォーラム」で技術シーズ 5件を発表（6・7月/東京都千代田区） 

・「山陰（鳥取・島根）発技術シーズ発表会 inとっとり」で発表 4件（7月/東京都千代田区） 

・「キャンパス・イノベーションセンター東京新技術説明会」で発表 2件（7月/東京都港区） 

・「山陰発技術シーズ発表会 inとっとり」で発表 4件（9月/米子市） 

・「イノベーション・ジャパン 2010」で発表 1件、商品展示 1件（9月/東京都千代田区） 

・「メッセナゴヤ 2010 環境・エネルギー」でポスター展示 1件（10月/愛知県名古屋市） 

・「アグリビジネス創出フェア 2010」でポスター及び商品展示 2件（11月/千葉県千葉市） 

・「産学官連携学会 関西・中四国支部 第 2回研究・事例発表会」で発表 2件を実施（12月/香川県高松市） 

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 

知財権利の活用・ライセンス支援 

・科学技術振興機構（JST）「科学技術コモンズ」との連携。 

・ライフサイエンス分野における知的財産戦略ネットワーク㈱との連携 

・特許・ノウハウ・ライセンス契約交渉支援他（通年） 

こんなことや・・・ 

あんなことも・・・ 
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各賞受賞 

・当部門佐々木茂雄部門長が「平成 22年度産業財産権制度関係功労賞 特許庁長官表彰」

を受賞（10月） 

・知的財産インターンシップの参加学生が、第 52回鳥取県発明くふう展において 

「鳥取県商工会議所連合会会長賞」を受賞（11月/工学部学生） 

 

知財教育 

・前期主要科目「技術と知的財産」受講生 9名（佐々木茂雄/4～8月） 

・産業科学特別講義「産業構造と知財活用」を実施（山岸大輔/4月） 

・前期専門科目「ものづくり実践プロジェクト」のうち「知的財産権基礎、企画書講義」を工学部で実施。 

機械工学科 3名、社会開発システム工学科 4名、生物応用工学科 16名（佐々木茂雄/4月） 

・鳥取環境大学：情報システム特論 A講義で「情報システムと知的財産」講義を実施（佐々木茂雄/5月） 

・産業科学特別講義「企業における知財(特許)の重要性」を実施 
            （滝本智之客員教授・弁理士/滝本特許事務所/5月） 

・産業科学特別講義「発明から特許発明へ」を実施(冨田憲史客員教授・弁理士/青山特許事務所/6月） 

・地域学部 3年生対象に特許関係の講義を実施（佐々木茂雄/6月） 

・産業科学特別講義「産業科学と知的財産」を実施（佐々木茂雄/7月） 

・後期期専門科目「ものづくり実践プロジェクト」「企画・立案」のうち知的財産権講義を工学部で実施。 

機械工学科 8名、知能情報工学科 4名（佐々木茂雄/10月） 

・知的財産インターンシップ実習 実習生 5名（加藤優・山岸大輔/8～9月） 

・鳥取大学ＭＯＴイノベーションスクール「知的財産マネジメント論」（佐々木茂雄/11月） 
 

人 事 

・中国地域産学官連携コンソーシアム産学官連携プロデューサーとして加藤優氏が就任（4月）。 

（前任者の清水克彦氏は鳥取大学産学・地域連携推進機構地域貢献・生涯学習部門の副部門長・准教授として同月就任） 

 

 

  

＊＊＊編集後記＊＊＊ 
 
今年も師走になりました。子供の頃お盆が過ぎたら夏休みがすぐ終わっていたように、大

人の今は 8月が過ぎたら師走までの早いこと早いこと、それも年々加速。時々は時間を止め
て、安らぎのひとときを過ごすように心掛けたいものです。 
とはいうものの、安らぐはずの趣味も忙しいのはどうしましょう。今話題の「断捨離」を

趣味に取り入れるかな？ 困りますね、したいことは増えるのに・・・。 
 
紅葉時期が去年より遅かったので 11月中旬でもここの赤色は美しかったです。(表紙写真）

今年もいろいろありましたね、来年はどんな年になるでしょう。１年間お疲れさまでした。 

 

＊＊＊ 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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