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【鳥取地区】

相談員：冨田憲史弁理士

         （医獣・バイオ関係他）

日 時：1 月 11 日（水）13：30 より

場 所: 鳥大産学・地域連携機構 1 階 技術相談室

                

【鳥取地区】

  相談員：滝本智之弁理士

        （電気・機械関係他）

日 時：1 月 11 日（水）13：30 より

場 所：鳥大産学・地域連携機構 2 階 会議室

１月の特許相談会

※今月は鳥取地区で同時開催です。相談をご希望の方は予約をお願いします。

【注意】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、ぜひ発表前の特許相談会をご利用ください。

２）平成 23 年度中の特許出願を希望する場合
今年度中の特許出願は１月の発明審査委員会（１月20 日予定）で決定します。
発明届出書の提出前に特許相談をお勧めします。

今後の予定 【 2 月】滝本弁理士 2/9（木/変更しました） 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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株式会社鳥取再資源化研究所

                            代表取締役 竹内 義章

[会社紹介]

平成１３年１２月設立後、翌平成１４年５月２５日現在地にて操業開始。

北栄町をはじめとする中部ふるさと広域連合の 1市 4町から排出される、廃ガラス瓶の再商品化

を行っています。工場は、地元の保育園・幼稚園・小学校・婦人会などの見学を始め、環境教育

の実践場として利用いただいております。

[特色]

商品開発には、安全・安心の製品を心がけ

「鳥取県グリーン製品」の認定を取得。又、

鳥取大学並びに鳥取県と研究開発を進めた

結果、特許取得、及び特許申請中などの成

果も現れています。又鳥取大学乾燥地研究

センターと共同でアフリカのモーリタニア

共和国・ケニア共和国などの乾燥地で、野

菜栽培実証試験を行い予想をはるかに上回

る結果が出ました。

現在は、超節水型野菜栽培が可能な「ポーラスシステム」・アオコ、赤潮対策の「リン酸イオ

ン吸着材」・水質浄化材・家畜臭などの「悪臭対策システム」・透水、保水舗装材・防草ジャリ

などが主な製品となっていますが、今後更に研究開発を進めながら、鳥取発の循環型社会システ

ムのモデルを目指してまいります。

[会社概要]

社 名：株式会社 鳥取再資源化研究所

代表者：代表取締役 竹内 義章

所在地：鳥取県東伯郡北栄町東園５８３

[URL]：http://www.t-rrl.jp/

電話番号 0858-49-6230

FAX     0858-49-6288

企業紹介 シリーズ第 22 回 －㈱ 鳥取再資源化研究所 －

(モーリタニア トマト栽培)

(瓶からポーラスアルファへ)
(リン吸着材)

(本社 社屋)
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産学連携学会 関西・中四国支部
第 3回研究・事例発表会

産学連携学会関西・中四国支部主催による「第 3回研究・事例発表会」が、和歌山大学「ま

ちかどサテライト（和歌山市）」で 12月 9日（金）に開催されました。発表件数が 18件、参

加者は 46名と大変盛況な発表会となりました。発表内容も、セクション毎に、①産学連携活動

の事例紹介＆解析、②人材育成のあり方、③効率的な広報について、④知財関係を主体に、発

表されました。本学からも以下に示す 3件の発表が行われ、夫々の発表に対して活発な質疑応

答が行われました。

１．発表会 日程，開催場所

月日：平成 23 年 12月 9 日（金）   場所：和歌山大学「まちかどサテライト」

２. 鳥取大学発表者 （発表時間：12分，質疑：3分 合計15分／件）

☆セッション 1 （産学連携の実例－1）

[発表者] 田中 俊行   [題目] 産学連携による米子ものづくり道場の創設と活動の歩み

☆ セッション 5 （知財関係）

[発表者] 佐々木茂雄 [題目] 広報誌による知的財産啓発・ＰＲ活動の取組み

[発表者] 山岸 大輔 [題目] 中国高等教育機関における知的財産に対する取組み

ジャムをつくろう（寿製菓㈱ 木村英人）

             予稿集より抜粋

報告
  ４件
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中国四国地域アグリビジネス創出フェア 2011

平成 23 年 12 月 16 日（金）、（特非）中国四国農林水産・食

品先進技術研究会および農林水産省主催による「中国四国地域

アグリビジネス創出フェア 2011」が開催されました。これは、

中国四国地域を中心とした企業・大学等が行ってきた農林水

産・食品分野の研究・製品開発、事業化や技術移転、販売ルー

トの開拓などについての情報発信と交流を行い、ビジネスチャ

ンスの増大などを図り、地域活性化に資することを目的として

開催されたものです。中国地域産学官連携コンソーシアムや鳥

取大学農学部からも、それぞれブースを出展し、多くの来場者

と交流を深めました。

コンピュータソフトウェア著作権セミナー

平成 23 年 12 月 13 日、鳥取大学広報センターにおいて、「コ

ンピュータソフトウェア著作権セミナー」を開催しました。本

セミナーは、中国地域産学官連携コンソーシアム、産学・地域

連携推進機構、鳥取県が主催として、「コンピュータソフトウ

ェア（プログラム）開発における注意点 ～オープンソースソ

フトウェア等の取扱いなど～」をテーマとして開催しました。

セミナーでは、社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会

事業統括部 法務担当マネージャー 中川 文憲氏に、「著作権

の基礎とプログラムの開発」と題してご講演いただきました。

当日は、スタッフを除いて、33 名が聴講し、企業・一般からも多くご参加いただきました。質疑応答

においては、具体的事例に基づいた質問が多くなされ、非常に関心を集めました。

利益相反セミナー

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

いる講師として、（弁）三宅法律事務所の松本好史弁護士・弁

理士 をお招きして、利益相反セミナーを 12月 19日（月）[会

場：産学・地域連携推進機構 研修室（米子地区 TV 会議）]に

開催しました。

今回は、特に利益相反マネジメントに係わる本学役職員、産

学連携を業務とする教職員を対象に実施され、活発な意見交換

が行われました。

［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
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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が拡大。

・独立行政法人科学技術振興機構「科学技術コモンズ」における委託研究費 1件

・   同 「知財活用促進ハイウエイ」における委託研究費 3件

セミナー等の開催・参加

・「平成 22 年度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、本機構

及び中国地域産学官連携コンソーシアム（さんさんコンソ）実施 開催（2月/県民ふれあい会館）

・「第 5回経営戦略のできる人材育成のための経営戦略講演会」(さんさんコンソ主催)開催(2 月/岡山大学）

・本機構主催「コーディネーターの連携による山陰地域活性化の道筋～産学官連携を実効あるものにする

ために～」を実施（3月/ホテルニューオータニ鳥取）

・「第 6回経営戦略のできる人材育成のための経営戦略講演会」(さんさんコンソ主催)開催(6 月/岡山大学）

・「第 8回経営戦略のできる人材育成のための経営戦略講演会」(さんさんコンソ主催)開催(11 月/岡山大学）

・「コンピュータソフトウェア著作権セミナー」(本機構・鳥取県・さんさんコンソ主催)開催(12月/鳥取大学）

・「利益相反セミナー」(本機構主催)開催(12 月/鳥取大学）

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）

・「山陰（鳥取・島根）発新技術説明会」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）

・「とっとり産業フェスティバル 2011」同時開催「山陰発技術シーズ発表会 in とっとり」で

発表 3件（8月/鳥取市）

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

・「中国地域さんさんコンソ新技術説明会」(さんさんコンソ主催)開催(11 月/東京都千代田区）

・「バイオアカデミックフォーラム」で技術シーズ 3件を発表（6・7月/東京都千代田区）

・「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）

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

こんなことや・・・

あんなことも・・・



7

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。

・科学技術振興機構（JST）「知財ハイウエイ」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）

各賞受賞

・知的財産インターンシップの参加学生が、第 53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/地域学部学生）

知財教育

・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/4 月）

・前期主要科目「技術と知的財産」受講生 9名（佐々木/4～8 月）

・ものづくり実践プロジェクトで工学部生物応用専攻21 名を対象に講義（佐々木/4 月）

・ものづくり実践プロジェクトで工学部機械専攻 6名を対象に講義（佐々木/5 月）

・ものづくり実践プロジェクトで工学部社会開発専攻12 名を対象に講義（佐々木/5 月）

・地域学部地域環境学ゼミの「知的財産（権）について」の講義実施（佐々木/5 月）

・鳥取環境大学講義「知的財産について」実施（佐々木/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/5 月）

・産業科学特別講義「研究開発者と特許」を実施（滝本智之客員教授・弁理士/6 月）

・産業科学特別講義「産業構造と知財活用」を実施（山岸/7 月）

・知的財産インターンシップ実習 実習生 3名（加藤・山岸/8～9 月）

・ものづくり実践プロジェクト講義を工学部知能情報学科学生向けに講義（佐々木/10 月）

・中核人材育成「イノベーション論」講義。テーマ「イノベ－ションと知的財産」について大学院生に向

け開講（佐々木/10 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/11月）

知財研究

・「産学官連携学会第 9回大会」で産学連携に関する口頭発表 2件を実施（6月/佐賀県佐賀市）

・「産学官連携学会 関西・中四国支部 第 3回研究・事例発表会」で口頭発表 2件を実施(12 月/和歌山県

和歌山市)

いろいろお世話に
なりました
  

知財部門一同
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      年頭のご挨拶

  

＊＊＊ 編集後記 ＊＊＊

２０１２年の幕開けです。昨年３月の大震災を教訓である「絆」を大切
に、是非この新しい年を『辰』のごとく飛躍したいと思います。

＊＊＊ 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＊＊＊

知財部門ニュース 1月号

＜58 号＞（通番 87 号、

2012 年 1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

明けましておめでとうございます。

より一層知財活用の推進を目指して

努力していく所存です。

本年もよろしくお願い申しあげます。

山 岸

昨年は大変お世話にな

りました。本年も一層の

ご指導を賜りますよう

お願いいたします。  

太 田

今年も頑張ってい

きます。よろしく

お願い致します。

矢 部

明けましておめでとうございます。

本年も精一杯頑張って参りますの

でよろしくお願いいたします。

           加 藤

旧年中はお世話になりました。本年もよろし

くお願い致します。この３月で定年退職とな

りますが、それまで精一杯務めます。

                  佐々木


