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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 16 日（金）13：30 より

   場 所: 鳥大医学部総合研究棟 4 階セミナー室

                

【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 14 日（水）13：30 より

場 所：鳥取大学産学・地域連携機構 2 階会議室

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。

【注意】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で実施される場合も多いと思われます。
それらの発表内容には、成果として特許等に出願すべき研究内容が含まれている場合があります。
産学・地域連携推進機構知的財産管理運用部門においては『発表前に必ず特許出願をして頂く方針』を採っていま
すので、該当される方は是非、ご相談ください！！

今後の予定 【 1月】滝本弁理士・冨田弁理士 ともに 1/11（水）

【 2月】滝本弁理士 2/10（金） 冨田弁理士 2/13（月/米子地区）

【 3月】滝本弁理士・冨田弁理士 ともに 3/12（月）
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株式会社 丸 綜

代表取締役 磯田克典

【会社紹介】

昭和 42 年 6月食品流通卸売業を起業。平成 7年 10月に㈱米子綜合食品開発商事と㈱米子丸綜を合併

し、㈱丸綜へ社名変更。さらに新社屋と冷温配送センター(冷凍・冷蔵庫・加工場)竣工し、本社を移

転(米子市淀江町佐陀 1284-1)する。

取扱商品として塩干魚、冷凍食品、日配品、海藻類、水産物加工品製造。

社長は 44 年を経て現在の丸綜グループの創業者として活躍してきた長年の経験を生かし、平成 22 年

10 月より、農工商連携促進ファンド事業『本マグロ日本一・境港発！マグロ魚醤油全国発信事業』に

携わり、秋田県の「しょっつる」、石川県の「いしり」等に負けない、「天然本マグロの内臓資源を

活用したマグロ魚醤油」の開発・製品化に食品開発研究所の指導を受けて乗り出す。

【特色】

丸綜の製品作りの基本となる姿勢は「すべて安心・安全」。地元・美保湾、境港沖でとれたシラスな

どの魚を新鮮なままに加工した「ちりめん、じゃこめしの素」などの商品に代表される様に、素材の

よさを生かしながらも、食べる方の健康を考え、加工はもちろん無添加、さらにちりめんに使用する

塩にも自然海塩を使うなど、こだわりの商品をご提供しています。

                                            

                           

                          

企業紹介 シリーズ第 21 回 －有限会社 丸綜 －

［会社概要］
商 号：株式会社 丸 綜
代表者：代表取締役 磯田克典

所在地：本社センター
〒689-3425  鳥取県米子市淀江町佐陀1284-1
[URL]    http://marso.sanin.jp/
[E-mail] marsoumu@yahoo.co.jp

従業員：42名（男性 23名・女性 19 名）

低温流通システム

流通過程における冷凍・冷蔵庫、加工場、倉庫、プラットホームに

最新の温度管理システムを導入。製品の鮮度をフレッシュに保ちます。



3

鳥取県商工会議所連合会会長賞受賞

社団法人発明協会鳥取県支部主催の「第 53 回鳥取県発明くふう展（一般の部）」において、本学地域学部

3年生の田中 亜由子さんが「作品名：万能！出汁とり保存容器」を出展しました。審査の結果、同作品は

『鳥取県商工会議所連合会会長賞』を受賞し、11 月 13日(日)鳥取市さざんか会館で表彰されました。当該

発明くふう展では、昨年度本学工学部機械工学科 3年生の学生 3名が『鳥取県商工会議所連合会会長賞』

を受賞しており、2年連続の同一賞受賞の快挙を達成しました。

鳥取県発明協会主催の「鳥取県発明くふう展」に出品した作品は、本年度の鳥取大学知的財産インターン

シップ実習の一環として、毎年夏休みの時期（8月）に合わせて実施しました鳥取大学における発明実習の

中から生まれました。

この発明実習を指導しました本学の客員教授である滝本特許事務所の滝本智之先生（弁理士）から

田中 亜由子さんへ以下のコメントがありましたので、紹介します。

『この度は、発明くふう展で立派な賞をいただいたとのこと、
おめでとうございます。女性ならでの気付きから、知恵をしぼ
り試作品まで完成された努力が評価されたものと思います。こ
の一連の経験が、あなたに更に飛躍するきっかけとなりますよ
う期待しています。』

鳥取県商工会議所連合会会長賞

作品名「万能！出汁とり保存容器」

  この作品は、昆布や鰹節、煮汁などの出汁素材から、天然の出汁を取る際に、取った出汁を保存する容器を提

供する。本体容器は、耐熱性材料で作られ、蓋部と接続され、濾し網部が本体容器の中に入っている。本体部分

の側面は持ちやすくするため、丸みのおびた凹凸状の構造にし、分量を知るためのメモリを付けている。蓋部の

注ぎ口の形状は先端に行くにつれて狭小にするので出汁が注ぎやすい。使用方法は、内側に濾し網を装着させた

本体容器に、鍋で出した出汁を注ぐ。この際、本体部が耐熱容器であるため、出汁が熱い状態のまま使用でき、

濾し網により、取れた出汁の出汁素材である鰹節などが濾せる。一度多めに取った出汁を保存しておくと料理に

すばやく使え、また料理で余ったものを捨ててしまわず使用できるため経済的である。また、保存機能だけでな

く、内部の濾し網を装着させることで、次のように容器の中で出汁を水だしできる。注ぎ口のついた蓋をとり、

中の濾し網に出汁素材を入れ、水を注ぎ放置する。

   

【評】日常生活の中で不便さや「もったいない」と感じる点に注目し、身の回りで入手できる材料を

活用した点、従来技術調査までして特許出願まで徹底した点、を評価しました。

                   製作者 田中亜由子 鳥取市

内容を
下に記載
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『平成 23 年度上期中国地域産学官連携コンソーシアム連絡会議』

平成 23 年 11 月 10 日（木）、ホテルグランヴィア広島において、「平成 23 年度上期中国地域産学官連携コン

ソーシアム連絡会議」を開催しました。開会に際しては、この 11 月に岡山大学の理事（研究担当）・副学長に

着任されました山本進一先生から挨拶がなされました。

会議では事務局から、平成 23年度上期事業報告、第 6回外部評価委員会報告、平成 23年度下期以降事業計画、

事業終了後の自立化と将来展望、について説明がなされました。

CPAS Net 運用方法の見直しや、文部科学省の支援終了後の自立化形態等について、コンソーシアムの正会員・

特別会員から様々な意見が出されました。また、正会員からは、文部科学省支援終了後もコンソーシアムを継続

して欲しいとの意見がありました。質疑応答を経て、平成 23年度下期以降事業計画が承認されました。

『第 8 回 経営戦略講演会』

平成 23 年 11 月 11 日（金）、メルパルク OKAYAMA（岡山市）において、

さんさんコンソが主催する、「第 8回経営戦略講演会」を開催しました。

今回は、NPO 法人バイオマス産業社会ネットワークの泊みゆき理事長を

講師としてお迎えし、「FIT 法の成立と地域のバイオマス利用」と題し

て、平成 24 年 7月 1日より施行される「電気事業者による再生可能エ

ネルギー電気の調達に関する特別措置法（FIT 法）」に焦点を当て、現

在、さんさんコンソが取り組んでいる「森林系バイオマスの活用による

地域活性化」の可能性や、事業実施における留意点などに付いてご講演

頂きました。講演では、森林系バイオマスの活用に関連する方々を始め、

150 名以上の聴講者が参集し、質疑応答でも活発な討論がなされました。

なお、今回の経営戦略講演会は「中四国環境ビジネスネット（B-net）フォーラム 2011」との合同開催であり、

当日はその他に、「持続可能な循環型のエネルギー社会への大転換」と題して、NPO 法人環境エネルギー政策研

究所の松原弘直理事・主席研究員から基調講演がなされました。また、企業・大学のポスターセッション、プレ

ゼンテーションが行われ、さんさんコンソでも事業内容や最近の取り組みについて紹介しました。

      

報告１

報告 2

【講師：泊みゆき氏】

【講演の様子】 【ポスターセッションの様子】【コンソ紹介ポスター】



5

『中国地域さんさんコンソ 新技術説明会』

平成 23 年 11 月 25 日（金）、科学技術振興機構・JSTホール（東京・市ヶ谷）において、「中国地域さ

んさんコンソ 新技術説明会」を開催しました。

本イベントは、「中国地域産学官連携コンソーシアム（さんさんコンソ）」正会員である大学・高専等

が、未公開特許を中心とした技術シーズを発表したものです。今回は、東日本大震災復興支援を目的とし

て、「資源循環活用、省エネ・新エネ、電気、情報、防災」をテーマとした新技術を発表しました。

鳥取大学からは、工学研究科 西村 強 教授と、李 仕剛 教授の 2名が発表しました。

当日は、関係者・スタッフを除き、企業の方を中心とした 70 名の方に来場いただきました。また、各新

技術のほか、さんさんコンソの最近の取り組みについても事務局長である岡山大学・渡邊裕教授から紹介

しました。

なお、当日の発表資料は後日 JST のホームページにて公開されますので、興味のある方はご参照下さい。

【ホームページ】 http://jstshingi.jp/sansan/2011/

【鳥取大学発表テーマ】

①発表時間 13:30～14:00 ＜防災＞

タイトル：落石衝突の DEM モデルと 3次元軌跡シミュレーション

発表者：鳥取大学 大学院工学研究科 社会基盤工学専攻 教授 西村 強

②発表時間 14:00～14:30 ＜情報・防災＞

タイトル：全天周画像のフォーマットと特徴抽出

発表者：鳥取大学 大学院工学研究科

      情報エレクトロニクス専攻 教授 李 仕剛

報告 3

西村強教授 李仕剛教授



6

農学系技術シーズのビジネスマッチングをサポートするアグリ

ビジネス創出フェア 2011（千葉幕張メッセ、11 月 30 日～12 月

2 日）に「殺菌剤・殺虫剤に依存しない安全な病害虫の防除と廃

棄物の再利用および減量化」と題して、農学部の尾谷教授と中

島教授のシーズ発表を行い、今後の共同開発に向けたマッチン

グを行いました。また、農学系知的財産の実用化事例として、

カニの甲羅から抽出したＮアセチルグルコサミンを含む化粧品

「ほほうるる」（（株）シャルビー）の紹介を行い、多くの来

場者がブースに立寄りました。

＜出展内容＞

題名①「食用キノコの廃菌床を用いた植物の全身的防御システムの発言による病害の防除」

                               尾谷 浩教授

食用キノコの収穫後の培地（菌床）は廃棄物として大量に処分される。この廃菌床の成分を

植物に処理すると、防御システムが発現し、病害の発生が顕著に抑制される。廃菌床を利用

した環境に優しい病害防除について、廃菌床、廃菌床成分、病害抑制植物を展示紹介する。

題名②「エンドファイトの生産する斑点米カメムシ忌避物質」   中島 廣光教授

カメムシの吸汁によって生じる斑点米が農業上問題となっている。エノコログサの内生菌

（エンドファイト）が斑点米カメムシに対する忌避物質を生産することを見出したので、そ

の化学構造を明らかにした。エンドファイト、忌避物質、忌避活性検定装置を展示紹介する。
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年度末が近づきました

卒論や修論に係わる特許案件は早めに出願を！
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。

びっくりです！原則３０条規定を使わないようにお願いしてきたにもかかわらず、その利用比率が
増加しています（下図を参照して下さい）

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）

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、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。

例外規定 を 受け た特許 は 権利 が 弱い 。

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。

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

そのため、知的財産管理運用部門では『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。

何 か 不明 な点 があ れば 、 今 すぐ 知的 財産 管 理運 用部 門へ 連絡 を !! 

注意１

注意２

注意３
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利益相反セミナーを開催します

産学連携活動を推進する際に生じる「利益相反」について、弁護士・弁理士としてその実状・

マネジメント方策に精通している講師をお招きして、利益相反事例及びマネジメントの在り方に

ついて講演を開催することになりました。特に、利益相反マネジメントに係わる本学役職員、産

学連携に携わる教職員の方々のご出席をお待ちします。

日 時 平成 23年 12 月 19 日（月）15：00～16：30

会 場 産学・地域連携推進機構 研修室（米子地区 TV会議）

対象者 関係役員、部局長等、産学・連携推進機構教員･ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ、関係教職員

セミナー次第

［司会（モデレーター）：菅原機構長］

１．開会の挨拶（15:00～15:05）井藤 研究・米子地区担当理事

２．基調講演  （15:05～15:45）講師：松本 好史 氏

  【演題】大学の利益相反に関するマネジメントの在り方について

  ３．本学の状況報告(15:45～16:00) 佐々木利益相反アドバイザー

４．質疑応答・意見交換 （16:00～16:25）

５．まとめ （16:25～16:30）

○講師紹介

弁護士法人三宅法律事務所  弁護士・弁理士

   [経歴]1983 年 東京大学法学部卒業

1986 年 司法試験合格

1989 年 司法修習修了(41 期)、

弁護士登録(大阪弁護士会)

1997 年 弁理士登録

＊＊＊ 編集後記 ＊＊＊

いよいよ師走です。振り返るのはまだ早いですが、良くも
悪くも「あっちゅー間」の 1年間でした。
寒さも日に日に増し、風邪ひきさんも多くなりました。
体調に気を付け、年末の繁忙期を乗り切り、平成 24年の
新年を迎えましょう。

年末・年始の休業日は 12 月 29日（木）～平成 24年 1月 3日（火）です。

＊＊＊ 特許等の相談 ＊＊＊
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
知的財産管理運用部門 E-mail アドレス； 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； http://www.cjrd.tottori-u.ac.jp/

＊＊＊刊行物＊＊＊
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